
設置・廃止等学校一覧
(平成21年5月2日から平成22年5月1日まで)

(平成22年3月16日現在)

・設置

区分 学校名 住所 電話番号 設置年月日

公立 幼稚園 鹿島台子育て支援総合施設
カシマダイコソダテシエンソウゴウシセツ

なかよし園
エン 989-4102 大崎市鹿島台木間塚字小谷地４７８－１ (未定) H22.4.1

公立 幼稚園 美里町立
ミサトチョウリツ

ふどうどう幼稚園
ヨウチエン 987-0014 美里町字志賀町三丁目２－１ (未定) H22.4.1

私立 幼稚園 東二番丁幼稚園
ヒガシニバンチョウヨウチエン 980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目１－４ 022-222-2337 H22.4.1

公立 小学校 仙台市立富沢小学校
センダイシリツトミザワショウガッコウ 982-0032 仙台市太白区富沢字中河原１７－１ 022-743-7303 H22.4.1

公立 中学校 石巻市立牡鹿中学校
イシノマキシリツオシカチュウガッコウ 986-2523 石巻市鮎川浜鬼形山１－２４ 0225-45-3117 H22.4.1

公立 中学校 宮城県仙台二華中学校
ミヤギケンセンダイニカチュウガッコウ 984-0052 仙台市若林区連坊一丁目４－１ 022-296-8104 H22.4.1

公立 高等学校 宮城県白石高等学校
ミヤギケンシロイシコウトウガッコウ 989-0247 白石市八幡町９－１０ 0224-25-3154 H22.4.1

公立 高等学校 宮城県塩釜高等学校
ミヤギケンシオガマコウトウガッコウ 985-0056 塩竈市泉ヶ岡１０－１ 022-362-1011 H22.4.1

公立 高等学校 仙台市立仙台工業高等学校（定時制課程）
センダイシリツセンダイコウギョウコウトウガッコウ 983-0042 仙台市宮城野区東宮城野３－１ 022-237-5341 H22.4.1

私立 専修学校 仙台徳洲看護専門学校
センダイトクシュウカンゴセンモンガッコウ 982-0252 仙台市太白区茂庭台一丁目３－４ 022-772-7140 H22.4.1

※学校名・住所については，設置時点で記載しています。

・廃止

区分 学校名 住所 電話番号 廃止年月日

公立 幼稚園 仙台市立東二番丁幼稚園
センダイシリツヒガシニバンチョウヨウチエン 980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目１－４ 022-222-2337 H22.3.31

公立 幼稚園 大崎市立鹿島台第三幼稚園
オオサキシリツカシマダイダイサンヨウチエン

989-4102 大崎市鹿島台木間塚字姥ヶ沢９８－１ 0229-56-4672 H22.3.31

公立 幼稚園 村田町立小泉幼稚園
ムラタチョウリツコイズミヨウチエン 989-1302 村田町大字小泉字古舘２１－２ 0224-83-4794 H22.3.31

公立 幼稚園 村田町立菅生幼稚園
ムラタチョウリツスゴウヨウチエン 989-1301 村田町大字菅生字宮２２ 0224-83-5330 H22.3.31

公立 幼稚園 村田町立足立幼稚園
ムラタチョウリツアシタテチヨウチエン 989-1311 村田町大字足立字明神９３ 0224-83-2704 H22.3.31

公立 幼稚園 美里町立不動堂幼稚園
ミサトチョウリツフドウドウヨウチエン

987-0041 美里町峯山１２－１ 0229-33-2192 H22.3.31

公立 幼稚園 美里町立青生幼稚園
ミサトチョウリツアオウヨウチエン

987-0015 美里町青生字中ノ橋１２８－１ 0229-33-2418 H22.3.31

私立 幼稚園 新坂通幼稚園
ニイザカドオリヨウチエン 981-0933 仙台市青葉区柏木三丁目１－２８ 022-234-4075 H22.3.31

私立 幼稚園 六丁目幼稚園
ロクチョウノメヨウチエン 984-0013 仙台市若林区六丁の目南町２－５５ 022-288-7772 H22.3.31

私立 幼稚園 長町幼稚園
ナガマチヨウチエン 982-0011 仙台市太白区長町四丁目４－２６ 022-248-2875 H22.3.31

私立 幼稚園 星
ホシ
のひとみ幼稚園

ヨウチエン 981-1105 仙台市太白区西中田五丁目２０－８ 022-242-0011 H21.6.24

私立 幼稚園 尚絅教会附属中山幼稚園
ショウケイキョウカイフゾクナカヤマヨウチエン 981-0952 仙台市青葉区中山四丁目１７－２５ 022-278-2277 H21.12.8

私立 幼稚園 愛隣幼稚園
アイリンヨウチエン 980-0022 仙台市青葉区五橋一丁目６－１５ 022-726-6185 H21.12.8

公立 小学校 女川町立女川第三小学校
オナガワチョウリツオナガワダイサンショウガッコウ 986-2202 牡鹿郡女川町尾浦字尾浦１４５－２ 0225-54-2231 H22.3.31

公立 小学校 女川町立女川第六小学校
オナガワチョウリツオナガワダイロクショウガッコウ 986-2224 牡鹿郡女川町大石原浜字向３－１ 0225-53-3394 H22.3.31

公立 中学校 石巻市立鮎川中学校
イシノマキシリツアユカワチュウガッコウ 986-2523 石巻市鮎川浜鬼形山１－２４ 0225-45-3117 H22.3.31

公立 中学校 石巻市立大原中学校
イシノマキシリツオオハラチュウガッコウ 986-2412 石巻市大原浜一の峠１８－７ 0225-46-2319 H22.3.31

公立 中学校 石巻市立寄磯中学校
イシノマキシリツヨリイソチュウガッコウ 986-2404 石巻市寄磯浜五梅沢２４ 0225-48-2310 H22.3.31

公立 中学校 女川町立女川第四中学校
オナガワチョウリツオナガワダイヨンチュウガッコウ 986-2224 牡鹿郡女川町大石原浜字向３－１ 0225-53-3871 H22.3.31

公立 高等学校 宮城県白石高等学校
ミヤギケンシロイシコウトウガッコウ 989-0251 白石市益岡町２－７ 0224-25-3154 H22.3.31



区分 学校名 住所 電話番号 廃止年月日

公立 高等学校 宮城県白石女子高等学校
ミヤギケンシロイシジョシコウトウガッコウ 989-0277 白石市沢端町７－５ 0224-25-2181 H22.3.31

公立 高等学校 宮城県塩釜高等学校
ミヤギケンシオガマコウトウガッコウ 985-0056 塩竈市泉ヶ岡１０－１ 022-362-1011 H22.3.31

公立 高等学校 宮城県塩釜女子高等学校
ミヤギケンシオガマジョシコウトウガッコウ 985-0056 塩竈市泉ヶ岡７－１ 022-362-0188 H22.3.31

公立 高等学校 宮城県飯野川高等学校
ミヤギケンイイノガワコウトウガッコウ 986-0101 石巻市相野谷字五味前上４０ 0225-62-3065 H22.3.31

公立 高等学校 宮城県田尻高等学校
ミヤギケンタジリコウトウガッコウ 989-4308 大崎市田尻沼部字中新堀１３７ 0229-39-1051 H22.3.31

公立 高等学校 仙台市立仙台第二工業高等学校
センダイシリツセンダイダイニコウギョウコウトウガッコウ 980-0813 仙台市宮城野区東宮城野３－１ 022-231-2948 H22.3.31

公立 専修学校 仙台市立看護専門学校
センダイシリツカンゴセンモンガッコウ 982-0252 仙台市太白区茂庭台一丁目３－４ 022-281-0821 H22.3.31

私立 専修学校 専修学校代々木
センシュウガッコウヨヨギ

ゼミナール外国語学校
ガイコクゴガッコウ 983-0852 仙台市宮城野区榴岡二丁目５－２６ 022-291-8123 H22.3.31

私立 専修学校 専門学校仙台歯科衛生士学院
センモンガッコウセンダイシカエイセイシガクイン 981-0011 仙台市青葉区上杉二丁目２－１７ 022-265-4811 H22.3.26

※学校名・住所については，廃止時点で記載しています。

・その他(休校・休校からの再開・校名変更・住所変更・移転等)

変更事由 区分 学校名 旧 新 変更年月日

休園 公立 栗原市立富野幼稚園
クリハラシリツトミノヨウチエン H22.4.1

休園 私立 天苗幼稚園
テンミョウヨウチエン H22.4.1

休校 私立 専門学校創表現研究所
センモンガッコウソウヒョウゲンケンキュウジョ H22.4.1

休校 私立 東北福祉情報専門学校
トウホクフクシジョウホウセンモンガッコウ H22.4.1

校名変更 公立 気仙沼市立小泉幼稚園
ケセンヌマシリツコイズミヨウチエン

本吉町立小泉幼稚園
モトヨシチョウリツコイズミヨウチエン

気仙沼市立小泉幼稚園
ケセンヌマシリツコイズミヨウチエン

H21.9.1

校名変更 公立 気仙沼市立大谷幼稚園
ケセンヌマシリツオオヤヨウチエン

本吉町立大谷幼稚園
モトヨシチョウリツオオヤヨウチエン

気仙沼市立大谷幼稚園
ケセンヌマシリツオオヤヨウチエン

H21.9.1

校名変更 公立 気仙沼市立馬籠幼稚園
ケセンヌマシリツマゴメヨウチエン

本吉町立馬籠幼稚園
モトヨシチョウリツマゴメヨウチエン

気仙沼市立馬籠幼稚園
ケセンヌマシリツマゴメヨウチエン

H21.9.1

校名変更 公立 気仙沼市立津谷幼稚園
ケセンヌマシリツツヤヨウチエン

本吉町立津谷幼稚園
モトヨシチョウリツツヤヨウチエン

気仙沼市立津谷幼稚園
ケセンヌマシリツツヤヨウチエン

H21.9.1

校名変更 公立 気仙沼市立津谷小学校
ケセンヌマシリツツヤショウガッコウ

本吉町立津谷小学校
モトヨシチョウリツツヤショウガッコウ

気仙沼市立津谷小学校
ケセンヌマシリツツヤショウガッコウ H21.9.1

校名変更 公立 気仙沼市立馬籠小学校
ケセンヌマシリツマゴメショウガッコウ

本吉町立馬籠小学校
モトヨシチョウリツマゴメショウガッコウ

気仙沼市立馬籠小学校
ケセンヌマシリツマゴメショウガッコウ H21.9.1

校名変更 公立 気仙沼市立小泉小学校
ケセンヌマシリツコイズミショウガッコウ

本吉町立小泉小学校
モトヨシチョウリツコイズミショウガッコウ

気仙沼市立小泉小学校
ケセンヌマシリツコイズミショウガッコウ H21.9.1

校名変更 公立 気仙沼市立大谷小学校
ケセンヌマシリツオオヤショウガッコウ

本吉町立大谷小学校
モトヨシチョウリツオオヤショウガッコウ

気仙沼市立大谷小学校
ケセンヌマシリツオオヤショウガッコウ H21.9.1

校名変更 公立 気仙沼市立津谷中学校
ケセンヌマシリツツヤチュウガッコウ

本吉町立津谷中学校
モトヨシチョウリツツヤチュウガッコウ

気仙沼市立津谷中学校
ケセンヌマシリツツヤチュウガッコウ H21.9.1

校名変更 公立 気仙沼市立小泉中学校
ケセンヌマシリツコイズミチュウガッコウ

本吉町立小泉中学校
モトヨシチョウリツコイズミチュウガッコウ

気仙沼市立小泉中学校
ケセンヌマシリツコイズミチュウガッコウ H21.9.1

校名変更 公立 気仙沼市立大谷中学校
ケセンヌマシリツオオヤチュウガッコウ

本吉町立大谷中学校
モトヨシチョウリツオオヤチュウガッコウ

気仙沼市立大谷中学校
ケセンヌマシリツオオヤチュウガッコウ H21.9.1

校名変更 公立 宮城県仙台二華高等学校
ミヤギケンセンダイニカコウトウガッコウ

宮城県第二女子高等学校
ミヤギケンダイニジョシコウトウガッコウ

宮城県仙台二華高等学校
ミヤギケンセンダイニカコウトウガッコウ H22.4.1

校名変更 公立 宮城県仙台三桜高等学校
ミヤギケンセンダイサンオウコウトウガッコウ

宮城県第三女子高等学校
ミヤギケンダイサンジョシコウトウガッコウ

宮城県仙台三桜高等学校
ミヤギケンセンダイサンオウコウトウガッコウ H22.4.1

校名変更 公立 宮城県石巻北高等学校
ミヤギケンイシノマキキタコウトウガッコウ

宮城県河南高等学校
ミヤギケンカナンコウトウガッコウ

宮城県石巻北高等学校
ミヤギケンイシノマキキタコウトウガッコウ H22.4.1

校名変更 公立 宮城県石巻北高等学校飯野川校
ミヤギケンイシノマキキタコウトウガッコウイイノガワコウ

宮城県飯野川高等学校十三浜校
ミヤギケンイイノカワコウトウガッコウジュウサンハマコウ

宮城県石巻北高等学校飯野川校
ミヤギケンイシノマキキタコウトウガッコウイイノカワコウ H22.4.1

校名変更 私立 東北外国語専門学校
トウホクガイコクゴセンモンガッコウ

東北外国語専門学校
トウホクガイコクゴセンモンガッコウ

東北外語観光専門学校
トウホクガイゴカンコウセンモンガッコウ H22.4.1

住所変更 公立 大崎市立ゆめのさと幼稚園
オオサキシリツユメノサトヨウチエン

大崎市古川宮沢字新田町３４ 大崎市古川宮沢字新田町３４ H22.4.1

住所変更 公立 気仙沼市立小泉幼稚園
ケセンヌマシリツコイズミヨウチエン

本吉郡本吉町平貝３２ 気仙沼市本吉町平貝３２ H21.9.1

住所変更 公立 気仙沼市立大谷幼稚園
ケセンヌマシリツオオヤヨウチエン

本吉郡本吉町窪１９－１ 気仙沼市本吉町窪１９－１ H21.9.1



変更事由 区分 学校名 旧 新 変更年月日

住所変更 公立 気仙沼市立馬籠幼稚園
ケセンヌマシリツマゴメヨウチエン

本吉郡本吉町向畑１４ 気仙沼市本吉町向畑１４ H21.9.1

住所変更 公立 気仙沼市立津谷幼稚園
ケセンヌマシリツツヤヨウチエン

本吉郡本吉町津谷松岡１７４－１ 気仙沼市本吉町津谷松岡１７４－１ H21.9.1

住所変更 公立 大崎市立古川第五小学校
オオサキシリツフルカワダイゴショウガッコウ 大崎市古川稲葉字谷地２５－５ 大崎市古川穂波三丁目５－７ H21.10.31

住所変更 公立 気仙沼市立津谷小学校
ケセンヌマシリツツヤショウガッコウ 本吉郡本吉町津谷松岡１２６ 気仙沼市本吉町津谷松岡１２６ H21.9.1

住所変更 公立 気仙沼市立馬籠小学校
ケセンヌマシリツマゴメショウガッコウ 本吉郡本吉町小金山１－１ 気仙沼市本吉町小金山１－１ H21.9.1

住所変更 公立 気仙沼市立小泉小学校
ケセンヌマシリツコイズミショウガッコウ 本吉郡本吉町平貝６３ 気仙沼市本吉町平貝６３ H21.9.1

住所変更 公立 気仙沼市立大谷小学校
ケセンヌマシリツオオヤショウガッコウ 本吉郡本吉町三島２８ 気仙沼市本吉町三島２８ H21.9.1

住所変更 公立 大崎市立古川南中学校
オオサキシリツフルカワミナミチュウガッコウ 大崎市古川稲葉字谷地１４ 大崎市古川穂波三丁目６－４７ H21.10.31

住所変更 公立 気仙沼市立津谷中学校
ケセンヌマシリツツヤチュウガッコウ 本吉郡本吉町津谷桜子２ 気仙沼市本吉町津谷桜子２ H21.9.1

住所変更 公立 気仙沼市立小泉中学校
ケセンヌマシリツコイズミチュウガッコウ 本吉郡本吉町平貝１２３ 気仙沼市本吉町平貝１２３ H21.9.1

住所変更 公立 気仙沼市立大谷中学校
ケセンヌマシリツオオヤチュウガッコウ 本吉郡本吉町三島６０－４ 気仙沼市本吉町三島６０－４ H21.9.1

住所変更 公立 宮城県本吉響高等学校
ミヤギケンモトヨシヒビキコウトウガッコウ 本吉郡本吉町津谷桜子２－２４ 気仙沼市本吉町津谷桜子２－２４ H21.9.1

住所変更 公立 宮城県仙台二華高等学校
ミヤギケンセンダイニカコウトウガッコウ 仙台市太白区根岸町１５－２ 仙台市若林区連坊１－４－１ H22.4.1

住所変更 公立 宮城県石巻北高等学校飯野川校
ミヤギケンイシノマキキタコウトウガッコウイイノガワコウ 石巻市北上町十三浜字月浜８８－２ 石巻市相野谷字五味前上４０ H22.4.1

住所変更 私立 仙台
センダイ

デザイン専門学校
センモンガッコウ 仙台市若林区大和町四丁目２－１５ 仙台市青葉区中央四丁目５－３ H22.4.1

住所変更 私立 専門学校仙台
センモンガッコウセンダイ

カレッジオブデザイン 仙台市宮城野区五輪一丁目１７－４７ 仙台市宮城野区榴岡三丁目２－５ H21.4.1


