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北海道

室蘭中・高同窓会名簿（白鳥会）

526 1996/02/01 卒年別名簿:自宅住所･TEL:勤務先有り:在校生有り

北海道

端野中学校同窓会名簿

北海道

苫中・苫高・苫東高同窓会会員名簿（白三会）

509 2001/08/30 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付

北海道

北海道教育大学付属札幌中学校同窓会名簿

186 1996/10/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:旧職員:現職員

岩手県

岩手中／高校（石桜）同窓会会員名簿

389 2007/03/28 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り

宮城県

聖ウルスラ学院中高校同窓生名簿

194 1996/05/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り

宮城県

仙台図南高校・仙台図南萩陵高校同窓会会員名簿

157 2006/08/19 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付

福島県

福島県立安積中・高校会員名簿（安積桑野会）

807 2004/06/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付

栃木県

栃木県立大田原高校（紫塚）同窓会会員名簿

456 1990/07/20 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員･在校生付

千葉県

千葉市立高浜中学校同窓名簿

132 1997/09/01 ｸﾗｽ別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り

東京都

お茶の水女子大附属幼稚園名簿（ちぐさ会）

224 2006/11/01 同窓会名簿:自宅住所

東京都

嘉悦女子高校・中学校同窓会名簿

298 1993/10/01 卒業年度有

東京都

学習院中等科（Ｓ３７年入）・高等科（Ｓ４０年入）

17 1994/11/25 自宅住所:勤務先:TEL･FAX

東京都

学習院中等科・高等科同窓生名簿Ｈ５年版

19 1993/05/01 昭和37年卒:自宅住所:勤務先:TEL･FAX

東京都

学習院中等科・高等科同窓生名簿Ｈ８年版

16 1996/10/14 自宅住所:勤務先:TEL･FAX

東京都

京華女子中学校女子高校会員名簿（みやこの会）

385 1990/04/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り

東京都

京華中高同窓会会員名簿

401 1994/03/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先有り

東京都

慶応義塾幼稚舎同窓会名簿

183 1994/10/07 卒年別同窓会名簿:勤務先有り

東京都

江戸川学園取手中・高校同窓会会員名簿

192 1999/03/01 第1期生~第10期生:卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL付

東京都

紅葉会会員名簿（若葉会幼稚園）

東京都

国士舘中学校・高等学校同窓会名簿

336 2005/08/20 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付

東京都

国立筑波大学附属駒場中・高校（若葉会）職業別

260 2004/08/20 職業分野別同窓会名簿:勤務先:TEL

東京都

国立筑波大学附属駒場中・高校会員名簿（若葉会）

390 2010/03/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL

東京都

国立筑波大学附属駒場中・高校会員名簿（若葉会）

402 2004/03/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員

東京都

国立筑波大学附属駒場中・高校会員名簿（若葉会）

337 1998/02/25 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員

東京都

国立筑波大学附属小学校

287 2004/01/01 卒年順同窓会名簿

東京都

国立筑波大学附属中学校

348 2002/10/01 卒年順同窓会名簿

99 1997/11/30 卒年別同窓会名簿:自宅住所

98 1998/08/01 同窓会名簿:自宅住所:進学･勤務先:TEL有り:職員付
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東京都

国立東京学芸大学附属世田谷小学校

300 2007/09/01 卒年順同窓会名簿:旧制含む

東京都

国立東京学芸大学附属世田谷小学校

300 2001/01/01 卒年順同窓会名簿:旧制含む

東京都

国立東京学芸大学附属世田谷中学校

210 2004/04/01 卒年順同窓会名簿

東京都

国立東京学芸大学附属竹早小学校

204 2001/10/01 卒年順同窓会名簿

東京都

国立東京学芸大学附属竹早小学校『Ｈ１９役員』

東京都

私立慶応義塾幼稚舎

東京都

私立成蹊小学校

東京都

私立成蹊小学校（旧制成蹊高校）

103 2002/01/01 旧制高校･現小学校同窓会

東京都

私立明星学園同窓会（明星会）

482 1993/10/15 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員

東京都

私立立教小学校

139 2003/03/01 卒年順同窓会名簿

東京都

城西幼稚園卒業生名簿

東京都

城北中高等学校同窓会名簿

東京都

常盤小学校校友会名簿

東京都

世田谷区立東大原小学校

242 2002/04/01 卒年順同窓会名簿

東京都

青山学院中学部・高等部合同同窓生名簿

132 1994/11/03 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り

東京都

早稲田中・高校校友会会員名簿

422 2004/09/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付

東京都

大田区立洗足池小学校同窓会名簿

142 1993/06/01 卒年別名簿:自宅住所:TEL有り

東京都

第１東京市立中・都立九段中／高名簿（菊友会）

392 2006/03/01 卒年度別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付

東京都

中野区立第三中学校同窓会名簿

357 1992/03/09 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL:職員付

東京都

貞静学園中学・高等学校会員名簿（菊水会）

321 1997/03/08 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付

東京都

都立目白学園中学高校同窓会会員名簿

537 1995/09/03 卒年･ｸﾗｽ別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付

東京都

東横学園中・高校会員名簿（ますみ会）

497 2002/11/30 卒年別:自宅住所:TEL:教員名簿付

東京都

東京開成中学・高校会員名簿（開成会）

564 1999/12/15 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:教員名簿付

東京都

東京学芸大学附属世田谷中学校同窓会（緑友）

201 2001/04/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り

東京都

東京大学教育学部附属中学校

199 2004/03/01 卒年順同窓会名簿

東京都

東京都新宿区立牛込第三中学校

271 2002/11/01 卒年順同窓会名簿

東京都

東京都立九段高校（九段同窓会）名簿

151 1998/11/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付

17 2007/05/01 H19年度役員住所録
144 2002/09/01 卒年順同窓会名簿
91 2005/01/01 卒年順同窓会名簿

56 2000/04/09 同窓会名簿:自宅住所:TEL有り
730 2002/03/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付
90 2002/07/01 卒年別名簿:自宅住所:TEL有り
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東京都

東京府立第二中学校 都立立川高校同窓会 ２０１２年版 同窓会名簿

466 2012/03/31 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:職員

東京都

東京府立第二中学校 都立立川高校同窓会 同窓会名簿

466 2012/03/31 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:職員

東京都

日本学園梅窓会会員名簿

475 1995/11/01 日本学園中学･高校同窓生

東京都

品川女子学院（芳葉会）名簿

438 1997/01/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付

東京都

富士見中高校同窓会会員名簿

543 1995/03/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:教職員付

東京都

武蔵工業大学付属中・高校同窓会会員名簿

184 1994/07/10 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付

東京都

武蔵野市立第三小学校同窓会名簿

209 1992/08/01 卒年別名簿:自宅住所:TEL有り

東京都

防府中・高女校・高校（東京九華会）同窓会名簿

東京都

墨田区立錦糸中学校同窓会会員名簿

233 1993/10/01 住所:電話付き

東京都

和光学園・小中高校卒業生名簿

362 2003/08/25 卒業年度別:自宅住所:勤務先:TEL

東京都

茗渓学園中・高校（桐創会）

183 1994/10/24 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り

神奈川県

横浜学院女子中・高校同窓会会員名簿

453 1998/02/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付

神奈川県

横浜国大学附属鎌倉小学校同窓生名簿

261 2002/04/10 卒年別会員の勤務先･自宅住所録

神奈川県

横浜国立大学附属横浜中学校同窓会名簿

130 1992/06/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り

神奈川県

県立横浜第一中・希望ケ丘高校（桜蔭）会員名簿

670 1994/04/05 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:在校生･教員名簿付

神奈川県

湘南学園卒業生名簿

540 1992/09/01 幼稚園~高校/卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付

神奈川県

神奈川県立厚木高等学校同窓会 会員名簿

390 2012/03/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL:勤務先:進学先大学

神奈川県

神奈川県立厚木高等学校同窓会 会員名簿 ２０１２年版

390 2012/03/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL:勤務先:進学先大学

神奈川県

鉄嶺小学校同窓会名簿

神奈川県

平和学園名簿（幼・小・中・高）

79 1998/11/14 防府中･高等女学校･高校同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り

76 1993/05/01 卒年別同窓会名簿:教員付
1995/04/01 H7在校生ｸﾗｽ別生徒:父母名:自宅住所:TEL

富山県

富山大学教育学部附属・小中学校

399 2003/05/01 卒年順同窓会名簿

富山県

礪波中学校・高等学校同窓会会員名簿

458 1994/09/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付

新潟県

能生町立能生中学校同窓会会員名簿

139 1989/10/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL:勤務先

長野県

長野県立伊那中・伊那北高校同窓会会員名簿

498 2001/03/10 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員･在校生付

岐阜県

岐阜市立本荘中学校同窓会会員名簿

223 1998/10/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付

静岡県

静岡県立沼津中・沼津東高校（香陵）名簿

512 2001/02/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り

静岡県

静岡県立沼津東高校地区別名簿

48 1995/03/01 平成7年度在校生地区別名簿:自宅住所:職員:保護者:TEL付
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静岡県

静岡県立静岡高校（関東同窓会）

静岡県

藤枝市立藤枝中学校同窓会会員名簿

337 1996/12/01

愛知県

愛知中・高校同窓会会員名簿

413 1998/03/30 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付

愛知県

名古屋電気学園同窓会会員名簿

714 1992/10/01 同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付

三重県

三重大学・教育学部附属中学校

210 1997/11/01 卒年順同窓会名簿

京都府

ノートルダム学院小学校同窓会名簿

152 1994/08/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付

京都府

京一中・洛北高校同窓会会員名簿

434 2000/11/18 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付

京都府

大谷中・高等学校同窓会会員名簿

570 1997/11/30 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付

大阪府

開明中学校・高校同窓会名簿（桜友会）

458 2004/05/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付

大阪府

学校法人履正社校友会会員名簿

473 2002/11/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付

大阪府

大阪教育大学附属池田小学校同窓会会員名簿

357 2005/02/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付

大阪府

大阪教育大学附属池田中学会員名簿（皐城会）

263 1996/11/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付

大阪府

大阪教育大学附属平野中学校

144 2003/11/01 卒年順同窓会名簿

大阪府

追手門学院校友会会員名簿（山桜会）

899 1998/10/01 卒年別名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付

兵庫県

私立灘中学・高校 同窓会員名簿

463 2012/11/30 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員

兵庫県

神戸大学附属明石中学校同窓会ユーカリ会

128 1997/05/16 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付

兵庫県

姫路市立鷺城中学・高校同窓会名簿（鷺城会）

397 1994/05/05 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員･在校生付

兵庫県

姫路市立鷺城中学・姫路高校同窓会（鷺城会）

393 2004/11/05 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り

兵庫県

兵庫県立加古川東高・加古川中学校（清流会）

413 2010/04/20 卒年別同窓会名簿:自宅:勤務先:TEL有り:(平成少)

兵庫県

兵庫県立加古川東高・加古川中学校（清流会）

564 2000/07/20 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員･在校生付

兵庫県

兵庫県立第三神戸中・長田高校名簿（神撫会）

515 2000/12/10 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:教員名簿付

兵庫県

柳学園中学・高校同窓会名簿

114 1993/09/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:教員名簿付

兵庫県

六甲中学校・高等学校 六甲伯友会 会員名簿

292 2013/03/10 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:クラブ名:職員

奈良県

青々中・東大寺学園高校同窓会（菁々）

220 2008/12/30 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付

和歌山県立新宮中・高校・高女同窓会名簿

838 1999/04/09 卒年別:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付

島根県

浜田市立第一中学校同窓会名簿

296 1997/03/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付

広島県

広島県立尾道中・尾道北高同窓会名簿（槙峰）

416 2009/03/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付

和歌山県

61 1990/01/01 卒年別:関東在住:自宅住所:勤務先:TEL有り
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広島県

広島県立尾道中・尾道北高同窓会名簿（槙峰）

2006/03/01

広島県

修道学園同窓会会員名簿（広島市）

501 2010/03/20 卒年･学部別住所録:勤務先:TEL有り

広島県

比治山学園同窓会会員名簿

416 1998/03/01 女性同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付

山口県

山陽町立厚狭中学校同窓会会員名簿

131 1997/04/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL:勤務先

山口県

柳井市立柳井南中学校同窓会同窓会誌

100 1998/02/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:在校生一部

徳島県

徳島県立徳島中・第一高・城南高校同窓会名簿

640 1995/12/25 同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付

徳島県

徳島県立撫養中・鳴門高校同窓会（鳴門会）

616 1998/06/30 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り

香川県

香川県立高松中・高校・女学校同窓会（玉翠会）

592 1998/08/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付

愛媛県

愛媛県立松山中・東高校同窓会名簿

739 2000/12/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先有り:職員付

愛媛県

愛媛県立松山中学・松山東高等学校同窓会 ２０１２年版 同窓会名簿

423 2012/03/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員

愛媛県

愛媛県立松山中学・松山東高等学校同窓会 同窓会名簿

423 2012/03/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員

愛媛県

愛媛県立新居浜中学同窓会会員名簿（国領会）

361 2005/03/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL付

愛媛県

愛媛県立西条中・西条高女・西条高校（道前会）

766 1994/01/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付

高知県

土佐中学校・高等学校 同窓会名簿

680 2010/11/18 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:最終学歴付:職員

福岡県

泰星中学校・高等学校同窓会員名簿

316 2000/07/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付

福岡県

八幡中学・八幡高校同窓生名簿

福岡県

福岡県立嘉穂中・高校関東地区同窓会名簿

福岡県

福岡県立三池中・高校会員名簿（櫪友会）

福岡県

福中・福高同窓会会員名簿

783 2008/02/20 卒年別:自宅住所:勤務先:TEL有り

佐賀県

佐賀県立神﨑高等学校鵲友会 会員名簿

222 2013/03/25 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL

熊本県

熊本県立宇土高校同窓会

394 2005/07/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付

熊本県

真和中・高等学校同窓会名簿（杏葉会）

183 2006/03/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り:職員付

宮崎県

宮崎県立延岡高等学校同窓会 同窓会員名簿

465 2011/05/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL:勤務先:勤務先TEL:職員

宮崎県

宮崎県立延岡高等学校同窓会 同窓会員名簿 ２０１１年版

465 2011/05/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL:勤務先:勤務先TEL:職員

宮崎県

宮崎県立都城中・都城泉ケ丘高同窓会（義友会）

460 2007/08/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:教員名簿付

宮崎県

宮崎県立都城中学・都城泉ヶ丘高学同窓会名簿

449 2012/08/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL:勤務先:勤務先TEL:職員

宮崎県

宮崎県立都城中学・都城泉ヶ丘高学同窓会名簿 ２０１２年版

449 2012/08/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL:勤務先:勤務先TEL:職員

58 1994/05/10 地区別:自宅住所:TEL
168 1999/01/01 卒年別:自宅住所:勤務先:TEL有り
51 1995/04/01 卒年別同窓会名簿:自宅住所:TEL有り

株式会社ケイ・プラン 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目17番18号 菱川ビル4階
ＴＥＬ：03-5287-2441 ＦＡＸ：03-5287-2560 http://www.kk-kplan.com

5 / 6 ページ

小・中学校同窓会名簿

一覧
平成25年6月現在

所在

蔵書名

ページ数

発行年月日

内容

鹿児島県

鹿児島県立立川内高校可愛山同窓会会員名簿

513 2007/05/30 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先有り

沖縄県

沖縄県立第一中・首里高校同窓会名簿（養秀）

671 1990/12/09 卒年別同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL:職員付

外国

デュッセツドルフ日本人学校同窓会名簿

214 2001/08/19 卒年順同窓会名簿

外国

神戸中華同文学校校友会名簿

308 1997/03/01 同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL有り:職員付

外国

台中市明治小学校（小ざくら）

103 2003/12/01 卒年別名簿:自宅住所:TEL有り
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