
○　全日制の課程

学　校　名 郵便番号 住　　　　　　所    電　　話

 宮城県白石高等学校   　　 ◆  989-0247  白石市八幡町9-10  0224(25)3154

 宮城県白石工業高等学校  989-0203    〃  郡山字鹿野43  〃　(25)3240

 宮城県村田高等学校　　 　 ◆  989-1305  柴田郡村田町大字村田字金谷1  〃　(83)2275

 宮城県蔵王高等学校  989-0851  刈田郡蔵王町曲竹字濁川添赤岩1-7  〃　(33)2005

 宮城県柴田農林高等学校  989-1233  柴田郡大河原町字上川原7-2  〃　(53)1049

 　　　〃　　　　　　　川崎校  989-1501  　〃　川崎町前川字北原25  〃　(84)2049

 宮城県大河原商業高等学校  989-1201    〃  大河原町大谷字西原前154-6  〃　(52)1064

 宮城県柴田高等学校  989-1621  　〃  柴田町本船迫字十八津入7-3  〃　(56)3801

 宮城県角田高等学校        ◆  981-1505  角田市角田字牛舘1  〃　(63)3001

 宮城県伊具高等学校        ◆  981-2153  伊具郡丸森町字雁歌51  〃　(72)2020

 宮城県名取高等学校  989-2474  岩沼市字朝日50  0223(22)3151

 宮城県名取北高等学校  981-1224  名取市増田字柳田103  022(382)1261

 宮城県亘理高等学校  989-2361  亘理郡亘理町字舘南56-2  0223(34)1213

 宮城県農業高等学校  981-1242  名取市高舘吉田字吉合66  022(384)2511

 宮城県仙台第一高等学校  984-8561  仙台市若林区元茶畑4  〃 (257)4501

 宮城県仙台二華高等学校　　◆  984-0052 　 〃　若林区連坊1-4-1  〃 (296)8101

 宮城県仙台三桜高等学校  982-0845  　〃　太白区門前町9-2  〃 (248)0158

 宮城県仙台向山高等学校  982-0832  　〃　太白区八木山緑町1-1  〃 (262)4130

 宮城県仙台南高等学校  982-0844  　〃　太白区根岸町14-1  〃 (246)0131

 宮城県仙台西高等学校  982-0806  　〃　太白区御堂平5-1  〃 (244)6151

 宮城県仙台東高等学校  984-0832  　〃　若林区下飯田字高野東70  〃 (289)4140

 宮城県工業高等学校  980-0813  　〃　青葉区米ケ袋三丁目2-1  〃 (221)5656

 仙台市立仙台高等学校　　　◆  981-8502  仙台市青葉区国見六丁目52-1  022(271)4471

 仙台市立仙台商業高等学校  981-3131    〃  泉区七北田字古内75  〃 (218)3141

 仙台市立仙台工業高等学校  983-8543    〃  宮城野区東宮城野3-1  〃 (237)5341

 宮城県仙台第二高等学校  980-8631  仙台市青葉区川内澱橋通1  022(221)5626

 宮城県仙台第三高等学校  983-0824  　〃  宮城野区鶴ケ谷一丁目19  〃 (251)1246

 宮城県宮城第一高等学校　　◆  980-0871  　〃　青葉区八幡一丁目6-2  〃 (227)3211

 宮城県宮城広瀬高等学校  989-3126  　〃　青葉区落合四丁目4-1  〃 (392)5512

 宮城県泉高等学校  981-3132  　〃　泉区将監十丁目39-1  〃 (372)4111

 宮城県泉松陵高等学校  981-3109  　〃　泉区鶴が丘四丁目26-1  〃 (373)4125

 宮城県泉館山高等学校  981-3211  　〃　泉区長命ケ丘東1  〃 (378)0975

 宮城県宮城野高等学校　　　◆  983-0021  　〃　宮城野区田子二丁目36-1  〃 (254)7211

 宮城県塩釜高等学校  985-0056  塩竈市泉ケ岡10-1  022(362)1011

 宮城県多賀城高等学校  985-0831  多賀城市笠神二丁目17-1  〃 (366)1225

 宮城県松島高等学校  981-0215  宮城郡松島町高城字迎山3-5  〃 (354)3307

 宮城県利府高等学校　　　　◆  981-0133  　〃　利府町青葉台一丁目1-1  〃 (356)3111

 宮城県黒川高等学校  981-3685  黒川郡大和町吉岡字東柴崎62  022(345)2171

 宮城県富谷高等学校  981-3341  富谷市成田二丁目1-1  〃 (351)5111

宮城県公立高等学校の住所等



学　校　名 郵便番号 住　　　　　　所    電　　話

 宮城県古川高等学校  989-6155  大崎市古川南町二丁目3-17  0229(22)3034

 宮城県古川黎明高等学校  989-6175  　〃　古川諏訪一丁目4-26  〃  (22)3148

 宮城県岩出山高等学校  989-6437  　〃　岩出山字城山2  〃  (72)1110

 宮城県中新田高等学校  981-4274  加美郡加美町字一本柳南28  〃　(63)3022

 宮城県松山高等学校  987-1304  大崎市松山千石字松山1-1  〃  (55)2313

 宮城県加美農業高等学校  981-4111  加美郡色麻町黒沢字北條152  〃  (65)3900

 宮城県古川工業高等学校  989-6171  大崎市古川北町四丁目7-1  〃  (22)3166

 宮城県鹿島台商業高等学校  989-4104  　〃　鹿島台広長字杢師前44  〃　(56)2664

 宮城県涌谷高等学校  987-0121  遠田郡涌谷町字八方谷三・1  0229(42)3331

 宮城県小牛田農林高等学校　◆  987-0004  　〃　美里町牛飼字伊勢堂裏30  〃　(32)3125

 宮城県南郷高等学校  989-4204  　〃　美里町大柳字天神原7  〃　(58)1122

 宮城県佐沼高等学校  987-0511  登米市迫町佐沼字末広1  0220(22)2022

 宮城県登米高等学校  987-0702  　〃　登米町寺池桜小路3  〃  (52)2670

 宮城県登米総合産業高等学校  987-0602  　〃　中田町上沼字北桜場223-1  〃  (34)4666

 宮城県築館高等学校  987-2203  栗原市築館字下宮野町浦22  0228(22)3126

 宮城県岩ヶ崎高等学校  989-5351    〃　栗駒中野愛宕下1-3  〃　(45)2266

 宮城県迫桜高等学校　　　　◆  989-5502  　〃　若柳字川南戸ノ西184  〃　(35)1818

 宮城県一迫商業高等学校  987-2308  　〃　一迫真坂字町東133  〃　(52)4112

 石巻市立桜坂高等学校  986-0833  石巻市日和が丘二丁目11-8  0225(22)4421

 宮城県石巻高等学校  986-0838  石巻市大手町3-15  0225(93)8022

 宮城県石巻好文館高等学校　◆  986-0851  　〃　貞山三丁目4-1  〃  (22)9161

 宮城県石巻西高等学校  981-0501  東松島市赤井字七反谷地27  〃  (83)3311

 宮城県石巻北高等学校　　　◆  986-1111  石巻市鹿又字用水向126  〃  (74)2211

 宮城県水産高等学校  986-2113  　〃　宇田川町1-24  〃　(24)0404

 宮城県石巻工業高等学校  986-0851  　〃　貞山五丁目1-1  〃  (22)6338

 宮城県石巻商業高等学校  986-0031  　〃　南境字大樋20  〃  (22)9188

 宮城県気仙沼高等学校  988-0051  気仙沼市字常楽130  0226(24)3400

 宮城県志津川高等学校  986-0775  本吉郡南三陸町志津川字廻館92-2  〃　(46)3643

 宮城県本吉響高等学校　　　◆  988-0341  気仙沼市本吉町津谷桜子2-24  〃　(42)2627

 宮城県気仙沼向洋高等学校 988-0235  　　〃　長磯牧通78  〃  (27)2311

※１　◆は単位制高校です。ただし，小牛田農林高等学校は総合学科のみ単位制です。

※２　高校教育課ホームページアドレス   https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koukyou/

　　　  



○　定時制の課程

学　校　名 郵便番号 住　　　　　　所    電　　話

 　　（県立）

 宮城県白石高等学校七ヶ宿校  989-0528  刈田郡七ヶ宿町字沢上山4-2  〃　(37)2310

 宮城県大河原商業高等学校  989-1201  柴田郡大河原町大谷字西原前154-6  〃　(52)1064

 宮城県名取高等学校  989-2474  岩沼市字朝日50  0223(22)3151

 宮城県古川工業高等学校  989-6171  大崎市古川北町四丁目7-1  0229(22)3166

 宮城県田尻さくら高等学校　◆  989-4308  　〃　田尻沼部字中新堀137  〃　(39)1051

 宮城県佐沼高等学校  987-0511  登米市迫町佐沼字末広1  0220(22)2024

 宮城県東松島高等学校　　　◆  981-0503  東松島市矢本字上河戸16  0225(82)9211

 宮城県石巻北高等学校飯野川校  986-0101  石巻市相野谷字五味前上40  0225(62)3065

 宮城県気仙沼高等学校  988-0051  気仙沼市字常楽130  0226(24)3400

 宮城県第二工業高等学校  980-0813  仙台市青葉区米ケ袋三丁目2-1  022(221)5659

 宮城県貞山高等学校　　　　◆  985-0841  多賀城市鶴ケ谷一丁目10-2  〃 (362)5331

 　（仙台市立）

 仙台市立仙台工業高等学校  983-0042  仙台市宮城野区東宮城野3-1  022(237)5342

 仙台市立仙台大志高等学校　◆  983-0842  　〃　宮城野区五輪一丁目4-10  〃 (257)0986

※1　◆は単位制高校です。

○　通信制の課程

学　校　名 郵便番号 住　　　　　　所    電　　話

 　（県立）

 宮城県美田園高等学校  981-1217  名取市美田園2-1-4(まなウェルみやぎ４Ｆ)  022(784)3572


