
学校法人他　　52 校 記念誌数　　58

親和学園（図書館50周年）
百合学院（50周年）
帝塚山学園（60周年）
清風学園（70周年）
園田学園（70・80周年）
明浄学院（80周年）
大阪府私立幼稚園連盟（80周年）
睦学園（80周年、記念CD）
近江育英会近江高等学校（80周年）
大谷学園（90周年）
嵯峨芸術大学（40周年）
大阪医科大学仁泉会（50周年）
大阪工業大学工学部土木工学科（50周年）
大阪工業大学工学部機械工学科（50周年）
園田学園女子大学（50周年）
奈良大学（80周年）
大阪薬科大学（100周年、記念CD）
大阪大谷大学短期大学部（80周年）
光泉中学・高等学校（20周年）
金光大阪高等学校（30周年）
大阪桐蔭高等学校（30周年）
神戸海星女子学院高・中・小学校（50周年）
京都聖カタリナ高等学校（50周年）
京都共栄学園中・高等学校（50周年）
ヴィアトール学園洛星中・高等学校（50周年）
冬木学園関西中央高等学校（50周年）
聖ヨゼフ学園日星高等学校（70周年）
星翔高等学校（70周年）
阪南大学高等学校（70周年）
日本カタン労働組合（70周年）
淀之水学院 昇陽中・高等学校（80・90周年）
神戸野田高等学校（90周年）
大阪貿易学院 開明中・高等学校（90周年）
近畿大学附属小学校保教会（60周年）
国立大阪教育大学附属池田小学校（100周年）
柱本保育園（25・30周年）
しらさぎ保育園（50周年）
たちばな幼稚園（50周年）
金田幼稚園（50周年）
今村学園高槻幼稚園（50・80周年）
大阪府私立学校教頭研究会（20周年）
大阪府公立学校管理職員協議会（30周年）
大阪梅田ロータリークラブ（30周年）
府中市歯科医師会（40周年）
大阪府教育センター（50周年）
大阪教区島上南組（50周年）
高槻ロータリークラブ（50周年）
大阪鋲螺卸商協同組合（60周年）
珍味同友会（60周年）
高槻市市制施行（60周年）
辻之自治会　地車修復記念誌
ダイハツ販売労働組合連合会（50周年）

大　阪　府　510 校 記念誌数　720

大阪府立高等学校
旧第一学区

千里青雲高等学校（10周年）
茨木西高等学校（10・20・30・40周年）
福井高等学校（10・20周年）
山田高等学校（10周年）
高槻北高等学校（10・30周年）
大冠高等学校（10・30周年）
摂津高等学校（20・30周年）
島本高等学校（10・20・30・40周年）
西淀川高等学校（20・30周年）
吹田東高等学校（20・30周年）
芥川高等学校（20周年）
阿武野高等学校（20周年）
東淀川高等学校（30・40周年）
三島高等学校（30周年）
吹田高等学校（40・60周年）
箕面高等学校（50周年）
北淀高等学校（50周年）
渋谷高等学校（80・90・100周年）
豊中高等学校（80・90・100周年）
春日丘高等学校（90周年）
茨木高等学校（110周年）

旧第二学区
香里丘高等学校（５・20・30周年）
枚方津田高等学校（10・30周年）
守口東高等学校（10周年）
野崎高等学校（20周年）
大正高等学校（20・30周年）
西寝屋川高等学校（20・30周年）
枚方高等学校（20・30・50周年）
門真西高等学校（20・30・40周年）
交野高等学校（20・30・40周年）
成城高等学校（30・40周年）
牧野高等学校（30・40周年）
旭高等学校（50・60周年）
港高等学校（100周年）
四條畷高等学校（110周年）

旧第三学区
長吉高等学校（10・20周年）
金剛高等学校（10・30周年）
美原高等学校（10・20・30・40周年）
柏原東高等学校（20・30周年）
大塚高等学校（20周年）
長野北高等学校（30周年）
西成高等学校（30周年）
狭山高等学校（30周年）
大和川高等学校（40周年）
花園高等学校（40周年）
布施北高等学校（40周年）
平野高等学校（40周年）
東住吉高等学校（50周年）
布施高等学校（60・70周年）
河南高等学校（80周年）
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阿倍野高等学校（90周年）
清水谷高等学校（110周年）

旧第四学区
堺上高等学校（10・20周年）
泉鳥取高等学校（10・20・30・40〔DVD〕周年）
伯太高等学校（20周年）
高石高等学校（20・30周年）
岬高等学校（20・30〔DVD〕周年）
福泉高等学校（20周年）
金岡高等学校（30・40周年）
堺西高等学校（30周年）
久米田高等学校（30周年）
貝塚南高等学校（30周年）
和泉工業高等学校（40周年）
東百舌鳥高等学校（40周年）
三国丘高等学校定時制（60周年）
生野高等学校（100周年）

専門高等学校
港南造形高等学校（10周年）
茨木工科高等学校（20・30・40周年）
千里高等学校（30・40・50周年）
藤井寺工科高等学校（40・50周年）
布施工科高等学校（60周年）
淀川工科高等学校（70周年）
堺工科高等学校（70周年）
佐野工科高等学校（70・80・90周年）
住吉高等学校（70・80・90周年）
園芸高等学校（80・90・100周年）
農芸高等学校全日制（90周年）

総合学科
柴島高等学校（20・30周年）
八尾北高等学校（20・30周年）
松原高等学校（30周年）
堺東高等学校（30・40周年）
能勢高等学校（60周年）
貝塚高等学校（70周年）
鳳高等学校（80・90周年・剣道部創部50周年）

多部制・単位制
槻の木高等学校（10周年）
箕面東高等学校（10・30・40周年）

単位制
東住吉総合高等学校（40・50周年）

支援学校
箕面支援学校（20周年）
交野支援学校（30周年）

統廃合
守口北高等学校（10周年・記録誌）
茨木東高等学校（10周年）
高槻南高等学校（10・20周年）
鳥飼高等学校（10・20周年・記録誌）
枚方西高等学校（10・20周年）

池島高等学校（10・20・30周年）
住之江高等学校（10・20周年・記録誌）
西浦高等学校（20周年）
盾津高等学校（20・30周年）
門真南高等学校（20周年・記録誌）
加納高等学校（20周年・記録誌）
上神谷高等学校（20周年・記録誌）
食品産業高等学校（20・30・35周年）
大東高等学校（30周年）
南寝屋川高等学校（30周年・記録DVD）
八尾東高等学校（30周年）
門真高等学校（30周年・記録誌）
守口高等学校音楽部（50周年）
泉南高等学校（50周年）
横山高等学校（50周年）
清友高等学校（60周年）
守口高等学校（60・70・80周年）
勝山高等学校定時制（記録誌）
春日丘高等学校泉原分校（記録誌）
玉川高等学校（記録誌）
城山高等学校（記録誌）
農芸高等学校定時制（記録誌）

大阪市立高等学校
中央高等学校（10・20周年）
此花総合高等学校（30・40周年・記録誌）
鶴見商業高等学校（30周年）
東高等学校（60・70・80・90周年）
住吉商業高等学校（60周年）
扇町総合高等学校（60・70・80・90周年）
扇町高等学校（80周年）
西高等学校（80周年）
工芸高等学校（80周年）
都島工業高等学校（90・100・110周年）

市別中学校・小学校・幼稚園
大阪市立

井高野中学校（20・30周年）
今市中学校（30周年）
今津中学校（30周年）
大正北中学校（30周年）
矢田西中学校（40周年）
田辺中学校（40・50周年）
東生野中学校（50・70周年）
阪南中学校（50周年）
摂陽中学校（50周年）
十三中学校（50周年）
東陽中学校（50周年）
大正東中学校（50・70周年）
大宮中学校（50周年）
蒲生中学校（50周年）
菫中学校（50周年）
玉出中学校（50周年）
港中学校（50周年）
阿倍野中学校（50周年）
城東中学校（50周年）
東淀中学校（50周年）
港南中学校（50周年）
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新生野中学校（50周年）
夕陽丘中学校（70周年）
池島小学校（10周年）
大阪北小学校（10周年）
佃南小学校（10・30周年）
豊新小学校（10・30周年）
佃西小学校（20・30周年）
豊里南小学校（20周年）
鶴見南小学校（20周年）
井高野小学校（30・50周年）
新東三国小学校（30周年）
南港渚小学校（30周年）
山之内小学校（30・50周年）
加美北小学校（30周年）
小林小学校（30周年）
関目東小学校（30周年）
喜連北小学校（30周年）
南港緑小学校（30周年）
鶴浜小学校（30周年・記録誌）
友渕小学校（30周年）
矢田西小学校（40周年）
すみれ小学校（40周年）
港晴小学校（40周年）
田川小学校（50周年）
南田辺小学校（50周年）
木川小学校（50周年）
塚本小学校（50周年）
宝栄小学校（50・60周年）
東中浜小学校（50周年）
舎利寺小学校（50周年）
小松小学校（50・60周年）
内代小学校（50周年）
築港小学校（50・60周年）
南住吉小学校（50周年）
西三国小学校（50周年）
新森小路小学校（50周年、副読本）
生野南小学校（50周年副読本・60周年）
喜連西小学校（50周年）
東田辺小学校（60・70周年）
西生野小学校（60周年）
三先小学校（70・80・90周年）
菅原小学校（70・80周年）
長池小学校（70周年）
海老江東小学校（70周年）
深江小学校（70周年）
田島小学校（70周年）
北津守小学校（70・80周年）
東淡路小学校（70・80周年）
市岡小学校（80周年）
大淀小学校（80周年）
丸山小学校（80・90周年）
野里小学校（80・90周年）
大開小学校（80周年）
大成小学校（80・90周年）
北恩加島小学校（80・90周年）
中道小学校（80・90周年）
北天満小学校（90周年）
聖賢小学校（90周年）

長橋小学校（90・100周年）
島屋小学校（90周年）
梅香小学校（90周年）
五条小学校（90・100周年）
吉野小学校（100周年）
城北小学校（100周年）
九条南小学校（100周年）
泉尾北小学校（100周年）
安立小学校（100周年）
大国小学校（100周年）
常盤小学校（100周年）
福小学校（110周年）
神路小学校（120周年、副読本）
天王寺小学校（120周年、副読本）
神津小学校（120周年、副読本）
伝法小学校（130周年）
田辺小学校（130・140周年）
巽小学校（130周年）
泉尾東小学校（130・140周年）
南大江小学校（140周年）
玉川小学校（140周年）
豊崎本庄小学校（140周年）
生魂小学校（140周年）
本田小学校（140周年）
松之宮小学校（新校舎竣工記念誌）
東小橋幼稚園（50周年）

池田市立
北豊島中学校（50周年）
石橋小学校・幼稚園（50周年）
緑丘小学校（30・40周年）
神田小学校（30・40周年）
伏尾台小学校（30周年・記録誌）
石橋南小学校（40周年）
五月丘小学校（50周年）
石橋幼稚園（記録誌）

和泉市立
北池田中学校（20周年）
槇尾中学校（50周年）
光明台北小学校（10周年）
いぶき野小学校（20周年）
南松尾小学校（100周年、副読本）

泉佐野市立
日根野中学校（50周年、新校舎案内）

茨木市立
北陵中学校（10周年）
太田中学校（10周年）
北中学校（25周年）
天王中学校（30周年）
北辰中学校（30周年・記録誌）
豊川中学校（50周年）
西中学校（50周年）
南中学校（50周年）
東中学校（60周年）
畑田小学校（10周年）
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西河原小学校（10周年）
耳原小学校（25周年）
白川小学校（30周年）
春日丘小学校（50周年）
中条小学校（50周年）
忍頂寺小学校（100周年）
三島小学校（100周年）
豊川小学校（100周年、副読本）
清渓小学校（115周年）

羽曳野市立
河原城中学校（30周年）
羽曳ヶ丘小学校（30周年）

河内長野市立
千代田中学校（30周年）

貝塚市立
第二中学校（50周年）
第三中学校（50周年）
中央小学校（50周年）
東小学校（100周年）

岸和田市立
城内小学校（100周年）
朝陽小学校（100周年）
修斉小学校（120周年）

交野市立
第二中学校（20・30周年）
第三中学校（30周年）

高槻市立
阿武山中学校（10・20周年）
第九中学校（10・15・30周年）
五領中学校（10・20・30周年）
如是中学校（20・30周年）
芝谷中学校（20・30周年）
阿武野中学校（20・30周年）
城南中学校（20・30周年）
第六中学校（30・50周年）
第七中学校（30周年）
第八中学校（30周年）
第二中学校（50周年）
第三中学校（50周年）
第四中学校（50周年）
北日吉台小学校（20・30周年）
冠小学校（20・30周年）
真上小学校（30周年）
津之江小学校（30・40周年）
安岡寺小学校（40周年誌）
赤大路小学校（40周年）
大冠小学校（50周年）
桃園小学校（50周年、式典写真集）
阿武野小学校（100周年）
清水小学校（120周年）

高石市立
高南中学校（50周年）

堺市立
野田中学校（20・30周年）
八田荘中学校（20・30周年）
津久野中学校（20・30周年）
庭代台中学校（30周年）
若松台中学校（30・50周年）
原山台中学校（30周年）
美木多中学校（30周年）
中百舌鳥中学校（30周年）
大泉中学校（30周年）
さつき野小・中学校（30周年）
五箇荘中学校（30周年DVD・40周年）
美原西中学校（40周年）
福泉南中学校（50周年）
長尾中学校（50周年）
東百舌鳥中学校（50周年）
宮山台中学校（50周年）
上野芝中学校（50・70周年）
金岡北中学校（70周年）
陵南中学校（70周年）
三国丘中学校（70周年）
福泉中学校（70周年）
殿馬場中学校（70周年）
深井西小学校（10周年）
原山台東小学校（20周年）
上野芝小学校（20周年）
八田荘西小学校（20・30周年）
福泉上小学校（20・30周年）
赤坂台小学校（20・30周年）
家原寺小学校（30周年）
福泉東小学校（30周年）
向丘小学校（30・50周年）
白鷺小学校（30・50周年）
平岡小学校（30・50周年）
三原台小学校（30周年）
茶山台小学校（30周年）
晴美台小学校（30周年）
高倉台小学校（30周年）
高倉台西小学校（30周年）
桃山台小学校（30・40周年）
中百舌鳥小学校（30周年）
城山台小学校（30周年）
東深井小学校（30周年）
八下西小学校（30周年）
新浅香山小学校（30周年）
光竜寺小学校（50周年）
新金岡小学校（50周年）
東三国丘小学校（50周年）
東浅香山小学校（50周年）
福泉中央小学校（50周年）
福泉小学校（70周年）
榎小学校（70周年）
浜寺昭和小学校（70周年、副読本）
三宝小学校（90周年）
百舌鳥小学校（100周年）
久世小学校（100周年）
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神石小学校（100周年、副読本）
東百舌鳥小学校（100周年、副読本）
美木多小学校（130周年）

四條畷市立
四條畷西小学校（30周年）
くすのき小学校（10周年）

寝屋川市立
中木田中学校（10周年）
第七中学校（20周年）
第八中学校（20周年）
第九中学校（20周年）
第十中学校（20周年）
友呂岐中学校（20・30周年）
第五中学校（30・50周年）
第三中学校（50周年）
第二中学校（60周年）
宇谷小学校（20・30周年）
明徳小学校（20・30周年・記録誌）
点野小学校（20・30周年）
梅が丘小学校（30周年）
木田小学校（30周年）
木屋小学校（30周年）
国松緑丘小学校（30・40周年）
楠根小学校（30周年）
石津小学校（30周年）
池田小学校（50周年）
神田小学校（50周年）
田井小学校（50周年）
第五小学校（60周年）
西小学校（100周年）
池の里小学校（記録誌）

吹田市立
西山田中学校（10周年）
佐井寺中学校（10・20周年）
豊津西中学校（10・20周年）
第五中学校（30周年）
西山田中学校（30周年）
高野台中学校（30周年）
青山台中学校（30・50周年）
竹見台中学校（30・50周年）
古江台中学校（30周年）
片山中学校（30周年）
山田中学校（50周年）
第二中学校（50周年）
山田第三小学校（10・30周年）
西山田小学校（20周年）
北山田小学校（20周年）
東佐井寺小学校（20周年）
藤白台小学校（30周年）
青山台小学校（30周年）
片山小学校（30周年）
古江台小学校（30・50周年）
桃山台小学校（50周年）

摂津市立
第三中学校（10・20周年）
鳥飼西小学校（10周年）
柳田小学校（10・20周年）
鳥飼東小学校（20周年）
鳥飼北小学校（30周年）
鳥飼小学校（120周年）

大阪狭山市立
南中学校（40周年）
狭山中学校（60周年）

大東市立
大東中学校（20周年）
諸福中学校（30周年）
深野小学校（30周年・統合記念誌）
諸福小学校（30周年）
北条西小学校（30周年・記録誌）
灰塚小学校（30周年）
四条北小学校（統合記念誌）
北条小学校（統合記念誌）

東大阪市立
縄手北中学校（30周年）
盾津中学校（50周年）
英田中学校（50周年）
楠根中学校（50周年）
高井田中学校（50周年）
花園中学校（50周年）
高井田西小学校（50周年）
縄手北小学校（50周年）
成和小学校（100周年）

藤井寺市立
藤井寺中学校（50周年）

柏原市立
堅下南中学校（20・30周年）
堅下北中学校（40周年）
柏原中学校（50・60周年）
国分中学校（50・60周年）

富田林市立
向陽台小学校（10周年）
久野喜台小学校（30周年）
大伴小学校（100周年）

豊中市立
第十一中学校（20周年）
第十七中学校（20周年）
第九中学校（30周年）
第二中学校（50周年）
第四中学校（50周年）
第五中学校（50周年）
第八中学校（50周年）
泉丘小学校（20周年）
北丘小学校（50周年）
東丘小学校（50周年）
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枚方市立
東香里中学校（10・30周年）
長尾西中学校（10・30周年）
村野中学校（10・20周年）
第四中学校（20・50周年）
杉中学校（20・30周年）
山田中学校（20・30周年）
桜丘中学校（20・30周年）
蹉跎中学校（20周年）
長尾中学校（30周年）
中宮小学校（10周年）
東香里小学校（10・20・30周年）
津田南小学校（20・30・40周年）
牧野小学校（30周年）
西牧野小学校（30周年）
蹉跎東小学校（30周年）
中宮北小学校（30周年）
西長尾小学校（30周年）
香陽小学校（40周年）
小倉小学校（40周年）
五常小学校（50周年）
明倫小学校（50周年）
桜丘小学校（50周年）
香里小学校（70周年）
氷室小学校（100周年）
蹉跎小学校（140周年）
中宮保育所（記録誌）

箕面市立
第五中学校（10周年）
第四中学校（20・30周年）
第二中学校（30・50周年）
第一中学校（40・50・60周年）
止々呂美中学校（50周年）
萱野東小学校（30周年）
南小学校（50周年）

門真市立
第四中学校（30周年）
第二中学校（40・50周年）
北巣本小学校（10周年）
水島小学校（20周年）
古川橋小学校（50周年）
北小学校（記録誌）

守口市立
梶中学校（30・50周年）
大久保中学校（30周年）
第二中学校（50・60周年、記念DVD・記録誌）
第三中学校（50周年）
第四中学校（50周年、記念DVD・記録誌）
庭窪中学校（60周年）
八雲中学校（50周年）
佐太小学校（10・20周年）
下島小学校（10・30周年）
橋波小学校（30周年）
金田小学校（30周年）
梶小学校（30周年）

寺方小学校（50周年）
東小学校（50周年）
滝井小学校（80周年）
庭窪小学校（80・100周年）
守口小学校（130周年）
三郷小学校（130周年）

八尾市立
亀井中学校（30周年）
龍華中学校（50周年）
美園小学校（30周年）
安中小学校（50周年）

豊能町立
吉川中学校（50・60周年DVD）

兵　庫　県　153 校 記念誌数　178

兵庫県立高等学校他
事務長会（30周年）
川西緑台高等学校（20・50周年、記念DVD）
宝塚北高等学校（20周年）
尼崎稲園高等学校（20周年）
三木北高等学校（20・30周年）
明石城西高等学校（20周年）
北摂三田高等学校（20・30周年）
川西明峰高等学校野球部（20周年）
氷上西高等学校（20・30周年）
川西明峰高等学校（20・30周年）
宝塚東高等学校（20・30・40周年）
尼崎小田高等学校（30周年）
伊丹北高等学校（30周年）
舞子高等学校（30周年）
猪名川高等学校（30周年）
姫路別所高等学校（30・40周年）
西宮甲山高等学校（30周年）
鈴蘭台高等学校（40周年）
伊丹西高等学校（40周年）
山崎高等学校林業科（50周年）
篠山産業高等学校丹南校（50周年・記録誌）
錦城高等学校（50周年）
西脇工業高等学校（50周年）
篠山産業高等学校（70周年）
尼崎北高等学校（80周年）
明石高等学校（80・90・100周年）
津名高等学校（100周年）
西宮高等学校（100周年）
長田高等学校（100周年）
こばと聾学校（30周年）
東播工業高等学校（記念DVD）
武庫荘高等学校（記録誌）

市別高等学校・中学校・小学校・幼稚園
神戸市立

六甲アイランド高等学校（10周年）
長坂中学校（20周年）
本多聞中学校（20周年）
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高倉中学校（30・40周年）
神陵台中学校（30周年）
白川台中学校（30周年）
桜の宮中学校（30周年）
多聞東中学校（30周年）
福田中学校（30周年）
布引中学校（50周年）
垂水中学校（50周年）
淡河中学校（50周年）
千鳥が丘小学校（10周年）
藤原台小学校（20周年）
松尾小学校（30周年）
夢野小学校（30周年）
多聞東小学校（40周年）
高丸小学校（50周年）
霞ケ丘小学校（50周年）
御影北小学校（50周年）
稗田小学校（80周年）
室内小学校（80周年）
平野小学校（90周年）
浜山小学校（100周年）
住吉小学校（130周年）
湊山小学校（130周年）
住吉幼稚園（80周年）
二葉小学校（記録誌）
長楽小学校（記録誌）
垂水養護学校（30周年・記録誌）

明石市立
明石商業高等学校（60周年）
和坂小学校（30周年）
谷八木小学校・幼稚園（50周年）
人丸小学校（100周年）

尼崎市立
尼崎高等学校（100周年）
小園中学校（30周年）
南武庫之荘中学校（30周年）
立花中学校（50周年）
大成中学校（50周年）
啓明中学校（50周年）
園田中学校（50周年）
園田東中学校（50周年）
大庄北中学校（50周年）
小田北中学校（50周年）
明倫中学校（50周年・記録誌）
大庄東中学校（記録誌）
北難波小学校（50周年）
成徳小学校（50周年）
梅香小学校（50周年記念CD）
浦風小学校（50周年）
大島小学校（70周年）
塚口小学校（70周年）
園和小学校（100周年・副読本）
尼崎養護学校（50周年）

伊丹市立
伊丹高等学校（100周年）

西中学校（70周年）
鈴原小学校（30周年）
荻野小学校（30周年）
桜台小学校（50周年）

加古川市立
陵南中学校（20・30・40周年）
平岡中学校（30周年）
神吉中学校（30・40周年）
浜の宮中学校（50周年）
東神吉南小学校（30周年）
上荘小学校（100周年）
氷丘小学校（100周年）
平荘小学校（140周年）

川西市立
川西中学校（50周年）
明峰小学校（10周年）
久代小学校（50周年）
川西北小学校（50周年）

三田市立
狭間中学校（30周年）
本庄小学校（100周年）

宝塚市立
光が丘中学校（10周年）
長尾中学校（50周年）
第一中学校（50周年）
宝梅中学校（50周年）
長尾台小学校（10周年）
美座小学校（10周年）
山手台小学校（10周年）
光明小学校（30周年）

西宮市立
西宮高等学校（80周年）
鳴尾南中学校（10・20・30周年）
真砂中学校（10・20・30周年）
高須中学校（20周年）
平木中学校（30周年）
深津小・中学校（30周年）
苦楽園中学校（40周年）
塩瀬中学校（50周年）
瓦木中学校（50周年）
甲陵中学校（50周年）
今津中学校（50周年）
山口中学校（50周年）
学文中学校（50・60周年）
浜甲子園中学校（50周年）
高須南小学校（10・20周年・記録誌）
東山台小学校（10周年）
高須東小学校（20周年）
北夙川小学校（50周年）
南甲子園小学校（50周年）
上甲子園小学校（50周年）
鳴尾北小学校（50周年）
上ケ原小学校（50周年）
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小松小学校（50周年）
瓦木小学校（125周年）
東甲子園小学校（記録誌）
西宮養護学校（50周年）

姫路市立
東中学校（30周年）
大津茂小学校・幼稚園（30周年）
城北小学校（120周年）
船津小学校（130周年）
書写養護学校（50周年）

三木市立
三木小学校（50周年）
平田小学校（100周年）

丹波市立
柏原中学校（50周年）
山南中学校（60周年）

西脇市立
黒田庄中学校（50周年）

多可町立
加美中学校（50周年）
八千代南小学校（閉校誌）

稲美町立
天満東小学校（30周年）

八千代町立
八千代中学校（30周年）

京　都　府　41 校 記念誌数　42

京都府立高等学校
城南菱創高校（10周年）
京都八幡高等学校（10周年）
洛西高等学校（30周年）
八幡高等学校（30周年・記録誌）
鳥羽高等学校（30周年）
西乙訓高等学校（30周年）
京都すばる高等学校（30周年）
工業高等学校（50周年）
須知高等学校（70周年）
宮津高等学校（100周年）
城南高等学校（記録DVD）

市別高等学校・中学校・小学校
京都市立

銅駝美術工芸高等学校（120周年）
松尾中学校（10周年）
洛西中学校（30周年）
向島南小学校（20周年）
柊野小学校（20周年）
西野小学校（20周年）
久我の杜小学校（20周年）

境谷小学校（30周年）
福西小学校（30周年）
竹の里小学校（30周年）

宇治市立
木幡中学校（30周年）
槇島中学校（30周年）
広野中学校（30周年）
南小倉小学校（30周年）
北槇島小学校（30周年）
菟道第二小学校（50周年）
槇島小学校（130周年）

亀岡市立
大成中学校（20周年）
高田中学校（50周年）
別院中学校（50周年）
青野小学校（50周年）
つつじケ丘小学校（30周年）

木津川市立
木津第二中学校（30周年）
木津川台小学校（20周年）

南丹市立
新庄小学校（100周年）

長岡京市立
長岡第四中学校（10周年）
長岡第九小学校（30周年DVD）

福知山市立
南陵中学校（50周年）

八幡市立
男山第二中学校（30周年）
美濃山小学校（10周年）

滋　賀　県　32 校 記念誌数　39

滋賀県立高等学校
国際情報高等学校（10・20周年）
石部高等学校（20周年）
甲西高等学校（20・30周年）
栗東高等学校（30周年）
草津東高等学校（30周年）
東大津高等学校（30・40周年）
湖南農業高等学校（30周年）
伊吹高等学校（30周年）
八幡工業高等学校（40・50周年）
米原高等学校（50周年）
瀬田工業高等学校（70・80周年）
八日市高等学校（90・100周年）
日野高等学校（100周年、式典DVD）
水口高等学校（100周年）
八幡高等学校衛生看護科（記録誌）
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市別中学校・小学校
近江八幡市立

武佐小学校（合併50・60周年）
安土小学校（100周年）
北里小学校（100周年）

甲賀市立
伴谷東小学校（10周年）
佐山小学校（100周年）
伴谷小学校（120周年）

湖南市立
甲西北中学校（10周年）
甲西中学校（50周年）
菩提寺小学校（30周年）
三雲東小学校（30周年）
石部小学校（120周年）

高島市立
新旭南小学校（100周年）

長浜市立
杉野小・中学校（木造校舎写真集）

野洲市立
中主中学校（50周年）

栗東市立
栗東中学校（50周年）

愛荘町立
秦荘東小学校（50周年）

豊郷町立
豊日中学校（50周年）

奈　良　県　45 校 記念誌数　49

奈良県立高等学校
西の京高等学校（30周年）
平城高等学校（30周年）
香芝高等学校（30周年）
高取国際高等学校（30周年）
生駒高等学校（50周年）
奈良情報商業高等学校（50周年）
大宇陀高等学校（90周年）
城内高等学校（100周年）
添上高等学校（100・110周年）
吉野高等学校（110周年）
郡山高等学校（120周年）
五條高等学校（120周年）

市別高等学校・中学校・小学校
奈良市立

田原中学校（50周年）
平城西小学校（30周年）
大安寺西小学校（30周年）

済美南小学校（30周年）
都跡小学校（100周年）
都祁小学校（100周年）

生駒市立
鹿ノ台中学校（20周年）
上中学校（20・30周年）

宇陀市立
野依小学校（100周年・記録誌）

香芝市立
香芝中学校（50周年）

橿原市立
光陽中学校（50周年）
畝傍中学校（50周年）
八木中学校（50周年）
耳成小学校（50周年）
新沢小学校（50周年）
鴨公小学校（100周年）
畝傍南小学校（125周年）

木津川市
木津第二中学校（50周年）

大和郡山市立
郡山南中学校（50周年）
矢田南小学校（30周年）

大和高田市立
高田商業高等学校（50・60周年）

安堵町立
安堵中学校（50周年）

斑鳩町立
斑鳩中学校（50周年）

河合町立
河合第二中学校（20周年）
河合第一中学校（50周年）

広陵町立
真美ヶ丘中学校（30周年）
広陵中学校（50周年）

田原本町立
北小学校（50周年）

明日香村立
聖徳中学校（50周年）

山添村立
北野小学校（50周年）
東豊小学校（100周年）
豊央小学校（100周年）
西豊小学校（100周年）
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和 歌 山 県　19 校 記念誌数　20

和歌山県立高等学校
和歌山工業高等学校（90・100周年）
有田中央高等学校（100周年）
箕島高等学校（100周年）
橋本高等学校（100周年）
神島高等学校（100周年）

市別高等学校・中学校・小学校
和歌山市立

和歌山商業高等学校（50周年）
紀之川中学校（50周年）
小倉小学校（100周年）
貴志小学校（100周年）
四箇郷小学校（100周年）
山東小学校（100周年）

海南市立
北野上小学校（100周年）

田辺市立
新庄第二小学校（50周年）

橋本市立
隅田小学校（50周年）
柱本小学校（100周年）
清水小学校（100周年）

有田川町立
鳥屋城小学校（100周年）

貴志川町立
中貴志小学校（100周年）
西貴志小学校（100周年）

 ※制作中含む（2019年４月現在）
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