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1
社高校の創立はいつでしょうか？ 大正２年３月「小野家政女学校」から「小野実科高等女学校」に改称され、さらに「加東郡立小野実科高等女学校」として開校

した大正２年４月２０日を創立日としています。おかげさまで、来年、創立１１０周年となります。

2
校名が「社」になったのはいつでしょ
うか？

大正１１年（１９２２）４月「兵庫県立社高等女学校」に改称。現在の校名である「兵庫県立社高等学校」に改称されたのは昭
和２３年（１９４８）４月です。

NEW 3

校名の「社」はなんと呼んだらいいの
ですか？

「やしろ」です。
 テレビなどでは、「や・し・ろ」の「や」にアクセントをされている方が多いですが、地元では「し」にアクセントまたは平坦な読み方をされる方
が多いと思います。

4 校長先生の名前は？ 若浦　直樹　（わかうら　なおき）と申します。HPには校長だよりも載せていますので、ご覧ください。

5 野球部の監督は？ 山本　巧（やまもと　たくみ）教諭です。

6 野球部長の名前は？ 高原　大輝（たかはら　もとき）教諭です。

7
野球部の部員数は？ ７月末現在、マネージャー５名を含めて総勢６５名おります。

ちなみに、マネージャーを除いた内訳は３年生が２１人、２年生が２０人、１年生が１９人です。

8
野球部の創部はいつでしょうか？ 昭和２4年（１９４９）です。

多くのみなさまの応援をいただき、創部７4年目にして夏の甲子園に初出場を果たすことができました。

NEW 9

帽子のHYのマークのいわれは？ 「HYOGO　YASHIRO」の頭を取って「HY」をデザインしています。
　なお１回戦の試合の際にお問い合わせいただいた際に、応対にあたった職員が「YASHIRO　HIGHSCHOOL」が由来とお答えしておりました
が、念のため野球部に再確認したところ誤りであることがわかりました。
　間違ったお答えをしてしまいすみません。間違った由来で認識していた職員がこの職員以外にもかなりおりました。あらためて情報共有の大切さを
学ばせていただく機会となりました。ありがとうございました。

10

テレビや新聞で甲子園初出場といって
いたが、以前にも出場していると思い
ますが？

平成１６年（２００４）、春に行われた第７６回選抜大会が、本校の甲子園初出場です。
それから今回の出場は１８年ぶりとなります。
ただ前回は春の選抜大会ということで、県予選を勝ち抜いて甲子園出場を決める選手権大会（夏の甲子園）は、今回が初出場で
す。

NEW 11

学校（加東市）は、兵庫県のどのあた
りにあるのですか？

加東市は兵庫県の南東部地域、北播磨地域にあります。播磨の東端に位置し、丹波篠山市、三田市、小野市、三木市、加西市、
西脇市と隣接しています。平成18年、旧加東郡の三町（社町・滝野町・東条町）が合併し、加東市となりました。
本校は加東市のほぼ中央に位置しています。

これまでに学校に寄せられた主な問い合わせなど
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12

甲子園出場特別後援会へ募金をしたい
が、どうしたらいいでしょうか？

○卒業生の方
　８月４日頃から同窓会名簿に記載のご自宅住所に、募金の趣意書と郵便局の払込用紙等を送付させていただきますので、開会
式頃にはお手元に届くかと思います。すぐにでも募金をしたいということでしたら、本校のホームページに甲子園応援特設ペー
ジにある募金の趣意書と振り込み方法についての文書をお読みいただいた上で、郵便局で払込書をもらっていただき、お名前や
ご住所などを記入した上で郵便局で払い込んでください。

○一般の方
本校のホームページに甲子園応援特設ページにある募金の趣意書と振り込み方法についての文書をお読みいただいた上で、郵便
局で払込書をもらっていただき、お名前やご住所などを記入した上で郵便局で払い込んでください。この場合、払込取扱手数料
も追加でご負担いただく必要があります。
お名前・ご住所等をお教えいただいたら、趣意書と払込用紙をお送りさせていただくこともできます。こちらからお送りする分
は払い込み手数料は必要ありませんが、書類がご自宅に届くまで２日～４日程かかります。
８月４日からはクレジットカードによるネット決済による募金ができるようになりました。
　https://kifu.fm/yashiro-hs/form.php 　　　※この寄付金はふるさとひょうご寄付金ではありません

同窓会やPTA、野球部OB会が中心になって立ち上げた甲子園出場特別後援会で集めている募金が「甲子園出場募金」で、兵庫
県がふるさと寄付金の制度を利用して集めているのが「野球部応援寄付金」です。
どちらも甲子園出場に係る選手の交通費や宿泊費、用具代などの野球部の甲子園出場に係る経費、応援バスや応援グッズ、吹奏
楽の楽器の運搬費用など応援にかかる経費などを捻出するために集めています。

○「甲子園出場募金」
　・特別後援会で集めています。
　・一口５，０００円で、何口でも構いません。
　・郵便払込用紙にお名前・ご住所等をご記入のうえ、郵便局で払い込んでください。
　・郵便局・ゆうちょ銀行での払い込みのみです。
　・８月４日からクレジットカード払いでのネット決済に対応しました。https://kifu.fm/yashiro-hs/form.php
　・他の金融機関からの振り込み、各種電子マネーでの支払は受け付けていません。
　・ふるさと納税ではないので、税金の控除などは受けられません。
　・大会終了後、甲子園出場の記念誌または記念品のいずれかを進呈させていただく予定 です。

○「野球部応援寄付金（ふるさとひょうご寄付金）」
　・兵庫県がふるさと納税の制度を利用して集めています。
　・目標の金額が集まったら、後日兵庫県から学校に集まった寄付金が支給されます。
　・ふるさと納税の制度を利用しているので、条件を満たせば所得税や住民税の控除が受けられます。
　・県外の方で５万円以上の寄付をされた方は、兵庫県が用意している返礼品を受け取れます。
　・返礼品はプロバスケット西宮ストークスのグッズや兵庫のお酒、いかなごや淡路タマネギのスープなどの兵庫県ゆかりの品
     物ですが、今回の甲子園出場に係る記念品等を受け取れません。
　・1000円以上から楽天ふるさと納税サイトが、2,000円以上からふるさとチョイスのサイトを利用できますの
　　で、それらのサイトを利用すればクレジットカード払いも可能です。
 　　　ふるさとチョイス　　　　  https://www.furusato-tax.jp/city/product/28000
　　　楽天ふるさと納税サイト　　https://www.rakuten.co.jp/f280003-hyogo/
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13

「甲子園出場募金」と「野球部応援寄
付金（ふるさとひょうご寄付金）」と
２種類あるが、どっちにしたらよいの
か？



14

「ふるさとひょうご寄付金」につい
て、「楽天ふるさと納税サイト」や
「ふるさとチョイス」のサイトから寄
付をしようとしているのですが、いく
ら探しても「社高校甲子園出場の応
援」が出てこないのですが。

画面や説明がわかりにくく、ご不便をおかけしています。
この寄付金は、「兵庫県」に一旦寄付していただく形となります。
まず寄付額を決めていただいてから（県外の方は県からの返礼品を決めていただいてもかまいません）、ネットでの処理をすす
めていただき、「寄付金の使い道」のところで「県立学校環境充実応援プロジェクト」を選んでいただいたうえで、学校名を記
入する欄がありますので、「社高校」とご入力ください。
社高校と入力されているものは、後日兵庫県から社高校への寄付金として社高校に送金されます。

15

「ふるさとひょうご寄付金」につい
て、「楽天ふるさと納税サイト」や
「ふるさとチョイス」のサイトから寄
付をする場合、学校名を入力しなかっ
たらどうなるのですか？

「寄付金の使い道」のところで「県立学校環境充実応援プロジェクト」を選んで いただいたうえで、学校名を記入する欄があ
りますので、必ず「社高校」とご入力ください。
社高校と入力されているものは、後日兵庫県から社高校への寄付金として社高校に支給されます。
もし校名が未記入の場合、応援メッセージ欄等で甲子園出場を応援する記載等が特にない場合、学校が特定できないため兵庫県
下の全県立学校に均等に分配されることとなり、寄付していただいた想いとかけ離れる場合がありますので、ご注意ください。

NEW 16

特別後援会の趣意書に同封されていた
赤色の払込取扱票（払込料金加入者負
担）を使って郵便局の窓口で募金した
ところ、加入者（＝特別後援会）負担
となっているのに手数料を取られたの
ですが、どうなっているのですか？

ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。
お問い合わせのあった用紙で郵便局で募金された場合、これまでは寄付された方には手数料をご負担いただくことはありません
でした。令和４年1月17日より、ゆうちょ銀行（郵便局含む）のサービス改定で窓口・ATMにおいて現金でお支払いいただく
場合、現金取扱手数料110円がかかるようになりました。
たとえば郵便局（ゆうちょ銀行）ATMで、現金で10,000円（２口）ご寄付いただく場合、次のとおりとなります。

　　赤色の払込取扱票（払込料金加入者負担）　払込料金    ０円　＋　現金取扱手数料110円　＝　110円のご負担
　　 青色の払込取扱票（払込料金払込者負担）　払込料金152円　＋　現金取扱手数料110円　＝　262円のご負担

なお現金ではなく、ゆうちょ総合口座の通帳またはキャッシュカードで使って、赤色の払込取扱票（払込料金加入者負担）で
ATMでご寄付された場合は、現金取扱手数料が必要ありません ので、次のとおりご負担なしとなります。

　　  赤色の払込取扱票（払込料金加入者負担）　払込料金   ０円　＋　現金取扱手数料    ０円　＝　ご負担なし

        青色の払込取扱票（払込料金払込者負担）　払込料金152円　＋　現金取扱手数料   0円　＝　152円のご負担

なお郵便局（ゆうちょ銀行）が出されている「各種払込みサービスを現金で利用する場合の料金加算」についての説明資料を掲
載させていただきますので詳細はこちらをご確認ください。
　https://www.jp-bank.japanpost.jp/news/2021/uemgm1000002qopu-att/a1624859767953.pdf

17

野球部の選手（または監督）に、募金
を現金で手渡したいのですが、可能で
しょうか？

野球部関係者との面会等は一切お断りさせていただいております。
コロナ感染防止のため野球部関係者（選手・監督など）と外部の方の接触しないよう、外部の方から隔離するよう主催者から通
知されていますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

18

選手に差し入れをしたいので、宿泊先
を教えて欲しいのですが？

せっかくの申し出ですが、主催者からの指導もあり、コロナ感染予防対策や選手の安全管理のために、宿泊先情報についてはお
教えできません。
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○○さんはもう寄付しておられます
か？
（○○さんはいくら寄付していおられ
ますか？）

ご寄付をいただいているかどうかやご寄付をいただいた方のお名前や金額は、お答えできません。いずれも個人情報にあたりま
すので、ご理解いただきますようお願いします。

20

進学や就職、結婚などで、名簿と住所
が違うのですが、趣意書は送られてき
ますか？

今の同窓会名簿に登録されているお名前・ご住所のところには、８月４日頃から順次搬送させていただく予定となっておりま
す。変更されたい内容をご連絡いただければ、名簿の訂正と趣意書の再送付等を行わせていただきます。

21

結婚し、姓が変わったのですが、旧姓
で振り込んだ方がよいですか？

今のお名前でお振り込みください。
なお郵便振込用紙の通信欄に「名簿の名前変更あり」と記載し、新旧の姓と卒業年の記載をお願いします。

22

社高校同窓会（PTA・OB会）を名乗
る方が、募金のお願いに来たのです
が、詐欺ではないでしょうか？

ご心配をおかけしてすみませんでした。
今回、募金を集めるにあたっては、郵便振替だけでなく、同窓会、PTAなど学校関係者が各家庭や事業所を訪問させていただ
き、募金のお願いをしております。学校関係者が募金のお願いで訪問する際には、募金集めのための校長の角印を押印し番号を
記載した許可証を首から提げております。角印の押印がない、番号が印字されていないなど許可証に不審な点がないかご確認く
ださい。
現金をお預かりした場合は、同窓会長の印を印刷した領収書を発行 しますので、不審な点がないかご確認ください。
不審な方が訪問したら、許可証の提示を求めるとともに、名字だけでもいいので訪問した人の名前と番号をご確認のうえ、本校
にお尋ねください。本校で番号と名前を照合させていただきます。

23

社高校同窓会（PTA・OB会）を名乗
る方が、レターパックで募金を送って
といってきたのですが、詐欺ではない
でしょうか？

ご心配をおかけしてすみませんでした。
今回、募金を集めるにあたっては、レターパックで現金を送って欲しいというお願いは一切しておりません 。
詐欺にまず間違いないと思われますので、現金を送らずすぐに警察に通報してください。

24

社高校同窓会（PTA・OB会）や学校
から販売の許可を受けたものと名乗る
方から、記念グッズの購入の予約と称
してお金を支払うよういわれたが、高
額ではないでしょうか？

ご心配をおかけしました。
社高校の名前の入った大会記念グッズの販売許可や販売は、本校では一切しておりません。
校章入りのペナントやTシャツ等の学校名入りの大会記念グッズにつきましては主催者から許可をうけて、製造・販売している
のはシャープ産業株式会社だけですので、ご注意ください。
なお８月２日から甲子園球場のHPに、大会グッズの通販サイトが開設中 です。
　https://shop.koshien-stadium.jp/koshien/

25

学校応援団が使用している応援グッズ
については、どこで購入できますか？

学校で配布している応援団の応援グッズの販売は、主催者から禁止されています。
なお、高校野球の公式応援グッズは、甲子園球場のHPの公式グッズ通販サイトまたは球場売店で購入できます。
　https://shop.koshien-stadium.jp/koshien/
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26

学校から出る応援バスの申し込みをし
たいのですが？

誠に申し訳ないのですが、本校で出す応援バスには、一般の方は乗車できません。
加東市で一般の方用の応援バスを出される予定とお伺いしていますので、加東市のHPをご確認いただくか加東市観光協会にお
問い合わせください。



27

生徒の保護者ですが、甲子園球場の入
場券はいただけるのでしょうか？

本校で入手できる入場券については、主催者から上限枚数が定められており、在校生及び引率教職員、野球部保護者等の入場券
を確保するのが精一杯です。
誠に申し訳ありませんが、野球部員の保護者を除く在学生の保護者のみなさまにつきましては、お手数をおかけしますが主催者
から直接正規の入場券を購入されるか、加東市（問い合わせ先：加東市観光協会）が先着順で配布する一般の応援者用入場券
をお申し込みください。
なお加東市の入場券配布日時や配布方法等につきましては、加東市のHPをご確認いただくか加東市観光協会にお問い合わせく
ださい。

28

教職員は応援に行くのに、在学生の保
護者が入場券をいただけないのは不公
平と思うのですが。

入場券に限りがあるため、教職員全員に入場券を配布しているわけではありません。
教職員への配布が多いと思う方もおられるかもしれませんが、生徒の引率を行う各学年団の教員はもちろんのこと、応援団全体
（学校だけでなく、加東市応援バス等で来場された方や一般の方の私設応援団を含んだスタンドの応援全般）を統括し、主催者
や対戦相手の応援団との打合せや連絡調整を行う応援団責任者１名、全応援バスの運行状況を把握し、主催者からの連絡窓口と
なる応援バス統括責任者１名を教職員から選任するよう主催者から求められています。また応援バス１台につき２名の応援バス
誘導員（バスの乗務員・添乗員は不可）を置くことも主催者から求められています。例えば応援バスが２０台なら応援バス誘導
員だけでも４０名必要です。
生徒や一緒に応援していただく加東市民をはじめとした一般の応援の方々が、応援に専念できるよう、また事故無くスムーズ
に移動できるように多くの教職員が必要となることをご理解いただければ と思います。

29

応援バスで応援に行くのですが、出発
は試合開始予定時刻の２時間前程度と
考えたらよいでしょうか？

主催者から原則、試合開始予定時刻の２時間前に主催者から指定されたバス駐車場に来場するよう指示されております。そのた
め、学校から出発するバスは試合開始予定時刻のおおよそ４時間３０分前に出発となります。
加東市（お問い合わせ先：加東市観光協会）の応援バスについても、概ね同様の時刻となる見込みです。

30

学校側の応援について、全生徒が参加
するわけではないと聞きました。市民
に応援をお願いするのなら、まず学校
挙げて応援すべきだと思うのですが。

本校では体育科が設置されていることもあり、野球部以外の部活動も盛んです。野球部だけでなく、陸上競技部や柔道部、美術
部も全国大会に進みます。
全国大会に限らず、多くの部が大会期間中も公式戦等に参加し、頑張っています 。生徒の中には、野球部を応援したくとも、自
身の部活動で参加できない者が多数おります。学校側としても応援に行きたい生徒は行けるように配慮をしているところです
が、公式戦等は、学校側だけでは調整できないものも多い状況です。
野球部の応援に行く生徒も行けない生徒も、それぞれの立場で、この夏頑張っていますので、ご理解いただければと思います。
これを機会に野球部だけでなく、本校の他の部活動も応援いただけたら幸いです 。

31

加東市の商業施設での入場券配布にい
けなかったのですが、まだあります
か？

加東市で配布する入場券については、残部があれば商業施設での配布日の翌日以降、加東市観光協会で受付を行う予定 です。
詳しくは加東市観光協会にお問い合わせください。

32

１回戦中止になった場合、いただいた
チケットで２回戦観戦できますか？

観戦できません。学校や加東市でご用意している入場券は、対戦カードが指定された入場券ですので、対戦相手が異なる２回戦
では使用できません。
たとえば、８月７日に加東市が配布した入場券は、「県岐阜商VS社」の試合のみ観戦できる入場券です。したがって、当初８
月９日に予定されている「県岐阜商VS社」の試合が雨天順延等で翌日の８月１０日になった場合、８月１０日の「県岐阜商VS
社」の試合を観戦することはできますが、何らかの事情で「県岐阜商VS社」が中止となり、社高校が不戦勝で２回戦に勝ち上
がっても、この入場券で２回戦は観戦できません。

33

選手の写真が円形に配置されている野
球部の甲子園出場を応援するポスター
を街で見かけた。店頭に貼るなど協力
したいので、いただきたいのですが。

せっかくの申し出ですが、当該ポスターは加東市が作成されたもので、本校で配布しておりません。
なお加東市からお伺いしている限りでは、加東市内の多くの事業所に配布したため、８月５日現在、加東市にも配布できる残部
はないと伺っています。



34

お店で、社高校甲子園出場セール（ま
たは記念品販売等）を行いたいので、
協力して欲しい。

学校の関与に関係なく、甲子園出場記念セール（または出場記念品の販売等）は、高校野球の商業利用にあたるため、主催者
から禁止されています。
せっかくの応援の申し出ですが、行わないようお願いします。
できましたら甲子園出場募金にご協力をしてだいたり、試合当日球場またはテレビ等で応援していただけたらと思います。

NEW 35

1回戦勝利のあと、勝利校の校歌演奏
の時、選手たちが歌っていなかったの
ですが、学校では校歌を教えていない
のですか？

主催者からコロナ感染拡大防止のため、校歌演奏時、選手が校歌を歌うことは禁止 されています。選手も歌いたいのを我慢し
ていることをご理解いただければと思います。

NEW 36

１回戦球場に応援に行ったのですが、
もっと声を出して応援したかったので
すが。

せっかく球場で応援ですので、声を出して応援したいお気持ちはわかります。
今夏の大会はコロナ禍での開催ということで、主催者からコロナ感染拡大防止のため、応援団も声出し応援や校歌を歌うこと
が禁止されています。
多くの人が少しでも安全で気持ちよく応援できるよう感染拡大防止の取組みにご理解ご協力いただきますようお願い申し上げま
す。

NEW 37

県大会では吹奏楽の応援がなかったと
きいていたが、テレビでみていると甲
子園では吹奏楽が応援しているように
みえる。他の学校の吹奏楽に応援を頼
んでいるのか？

甲子園で演奏しているのは、正真正銘本校の吹奏楽部です。
県大会では試合に出場しない野球部員たちが中心となって、太鼓をたたき応援をしていました。このスタンドにいる野球部員を
介して出場している選手へのコロナ感染を防止したいこともあり、県大会では吹奏楽の応援なし、声出し応援なしを徹底するな
ど、コロナ感染防止を徹底しました。
甲子園では、大会主催者からの要請で、大会期間中、選手は外部の人との接触を著しく制限されており、野球部員であっても出
場しない部員は、出場する選手と接触することが厳しく制限されています。応援スタンドにいる者から選手への感染するおそれ
がほとんどないことや多くの人が吹奏楽の演奏がある応援を望んでいること、コロナ禍で多くの演奏機会を奪われていた吹奏楽
部にとっても多くの人に演奏を聴いてもらえる機会となることから、甲子園では吹奏楽の演奏による応援を行っています。
なおコロナ感染拡大防止のため、応援生徒はバス車内やアルプススタンドでの食事の制限、声出し応援の禁止等に取り組んでい
ます。また万が一スタンド応援者からコロナが発生した場合に備えて、他校吹奏楽部等への応援協力依頼も行っていません。
本校の生徒とともにアルプス席で応援いただける一般の方につきましても、飲酒を控え、マスクを着用し、声を出さない応援
にご協力いただけると幸いです。
出場する選手も、応援に参加する側も、コロナ感染拡大で今夏が終わるという悔いを残さないためにも、感染拡大防止にご理解
ご協力をお願いします。

※水色の色つきの質問は、比較的多い質問


