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学校ごとの通学区域を調べることができます。 

表中の「〇〇の一部」については、教育委員会ホームページ「市立小・中学校の学区検索」の

ページで町名を検索してご確認ください。 
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◎青葉区 

 

学校名 通学区域 

五橋中学校 東二番丁小学校

通学区域 

青葉区一番町一丁目（一、二番、五番の一部、六～九

番）、一番町二丁目（一～四番、五～七番の一部）、一

番町三丁目、一番町四丁目、五橋一丁目（一～四番）、

大町一丁目（一番の一部）、北目町（一番、二、七番の

一部）、中央一丁目（一番の一部、二、三番、五番の一

部、六～十番）、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、

本町一丁目（一～三番、四番の一部、八、九番）、本町

二丁目（一～六番、七～九番の一部、十番、十一～十

三番の一部、十四～二十番）、宮城野区榴岡一丁目（一、

三、四番）、名掛丁（二百番の一部） 

荒町小学校通学

区域 

青葉区五橋一丁目（五～七番）、五橋二丁目、中央一丁

目（一番の一部）、土樋一丁目（一～三番、四番の一部、

五番、六番の一部、七～十番）、若林区荒町、石垣町、

石名坂、五橋三丁目（一～四番、五番の一部）、清水小

路、新寺一丁目（一番、五番の一部、六番、七番の一

部）、土樋、土樋一丁目（十一番）、東七番丁（一～二

十三、百五十七～末）、東八番丁（一～二十三、百七十

四～末）、南鍛冶町（四十五～百五十六）、弓ノ町 

片平丁小学校通

学区域 

青葉区一番町一丁目（三、四番、五番の一部、十～十

七番）、一番町二丁目（五～七番の一部、八～十一番）、

大手町、大町一丁目（一、二番の一部）、大町二丁目（一、

二番の一部）、霊屋下、片平一丁目、片平二丁目、花壇、

北目町（二番の一部、三～六番、七番の一部）、米ケ袋

一丁目、米ケ袋二丁目、米ケ袋三丁目、土樋一丁目（四、

六番の一部） 

若林区五橋三丁目（五番の一部、六番）、新寺一丁目（七番の一部、八番）、

新寺三丁目（一～三番、四、七番の一部）、東九番丁（一～十四、百二十

六～末）、連坊小路（九十八～百五十二）、連坊一丁目（一～五番） 
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大沢中学校 大沢小学校通学

区域 

青葉区みやぎ台一丁目、みやぎ台二丁目、みやぎ台三

丁目、みやぎ台四丁目、みやぎ台五丁目、向田、芋沢

〔字荒屋敷、字荒屋敷中、字荒屋敷西、字板橋、字板

橋前、字板橋南、字一本木、字一本木東、字上野原、

字上野原東、字唄坂、字大竹、字大竹新田、字大竹新

田下、字大竹中、字大竹南（一の一部を除く。）、字奥

武士、字奥武士上、字奥武士北、字奥武士西、字奥武

士東、字小倉、字小倉東、字鍛冶屋、字鍛冶屋前、字

鹿野、字蒲沢、字蒲沢下、字蒲沢原、字蒲沢東、字蒲

沢山、字釜前、字上新田、字上新田道下、字上辺田、

字河窪、字川坂、字北沢、字栗生沢東、字荒神、字荒

神前、字氷取場、字小坂、字小坂南、字駒込、字権現

森山（十四～五十五、百五～末）、字塩野沢、字塩野沢

西、字四反田、字四反田前、字七子田、字下原、字宿、

字白坂、字白坂西、字汁垂沢道上、字汁垂沢道下、字

水門、字水門堀下、字水門南、字堰ケ袋、字平、字田

中、字長泉寺前、字綱木、字綱木坂、字寺下、字寺下

北、字寺下西、字寺下東、字鳥屋場前、字銅谷原、字

銅谷原北、字銅谷原東、字銅谷原道下、字銅谷原道下

東、字中居、字中田下、字長坂、字西前、字林下、字

原田、字原田浦、字原田北、字原田下、字原田西、字

原田前、字末坂、字稗袋、字人山、字樋崎山、字平形、

字平沢、字不動下、字不動下向、字不動堂、字辺田、

字洞ノ口、字堀合、字前河原、字松葉沢上、字松葉沢

下、字的場、字明神、字向田、字向寺、字向寺西、字

向寺南、字向原、字廻沢、字谷津沢、字湯船沢、字湯

船沢東、字要害、字横手、字横手西、字横手堀合、字

横前、字横向山（十二～百五十五）〕 
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大沢中学校 川前小学校通学

区域 

青葉区赤坂一丁目、赤坂二丁目、赤坂三丁目、高野原

一丁目、高野原二丁目、高野原三丁目、高野原四丁目、

芋沢〔字青野木、字赤坂、字赤坂下、字赤坂中、字丑

形、字大勝草、字大勝草上野原、字大勝草下、字大勝

草中、字大勝草畑、字大竹原、字大竹南（一の一部）、

字大堀、字栗生沢、字栗生沢下、字栗生沢中、字甲野

田、字甲野田北、字甲野田下、字甲野田中、字甲野田

南、字沢田、字沢田下、字下野、字下野下、字新田、

字高野原、字滝ノ瀬、字同者道、字中田東（一、二）、

字中原、字中山、字中山下、字中山中、字畑前、字畑

前北、字畑前南、字八前、字花坂、字花坂上野原、字

花坂下、字本郷、字谷津〕 

折立中学校 折立小学校通学

区域 

青葉区折立一丁目、折立二丁目、折立三丁目、折立四

丁目、折立五丁目、折立六丁目、西花苑一丁目、西花

苑二丁目、八幡七丁目（十四番の一部、十五～二十七

番）、郷六〔字岩下（六～末）及び字葛岡（一～二十七、

四十三～五十二）を除く。〕、茂庭〔字小畑山、字杉ノ

沢、字滝沢、字立沢北、字立沢南、字綱木、字綱木裏

山、字綱木西、字綱木東、字綱木前山、字寺下、字鳥

屋、字蕃山、字真理、字松倉、字松山、字湯ノ沢〕 

青葉区郷六〔字岩下（六～末）、字葛岡（二十七、四十三～五十二）〕 

上杉山中学校 青葉区柏木一丁目（一番の一部）、上杉一丁目、上杉二丁目、上杉三丁目、

上杉四丁目、上杉五丁目、上杉六丁目、木町通二丁目（一、六番の一部）、

国分町三丁目（一番、六番の一部、七番）、昭和町、台原一丁目、台原六

丁目（一番）、堤通雨宮町、堤町一丁目（一～四番、十番の一部、十一、

十二番）、通町二丁目（三～九、十六、十七番）、錦町一丁目、錦町二丁

目（一、四、五番の一部）、二日町（一番、二、六、七、十一番の一部、

十二、十三番、十四、十八番の一部）、本町一丁目（六番の一部、七番、

十～十五番）、本町二丁目（七～九、十一～十三番の一部、二十一番）、

本町三丁目、宮町四丁目（一～三番） 

北仙台中学校 北仙台小学校通

学区域 

青葉区あけぼの町（六、七番の一部）、荒巻中央（十九

番）、北根四丁目、鷺ケ森一丁目、鷺ケ森二丁目、堤町

三丁目（三十番）、東勝山一丁目、東勝山二丁目、東勝

山三丁目、藤松、双葉ケ丘一丁目、双葉ケ丘二丁目、

水の森一丁目、水の森二丁目、水の森三丁目、水の森

四丁目 
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北仙台中学校 青葉区あけぼの町（六、七番の一部を除く。）、荒巻神明町（一、二、十

七～十九、二十六番）、荒巻中央（十九番を除く。）、堤町二丁目（一番の

一部、二、四～九番、十、十一番の一部、十四～二十一番）、葉山町（二

～十五番） 

広陵中学校 青葉区ニッカ、大倉、上愛子〔字大平、字折葉、字田子上、字田子下、

字道半、字内崩〕、熊ケ根、作並、新川 

五城中学校 青葉区梅田町、小田原四丁目、小田原五丁目、小田原六丁目、小田原七

丁目、小田原八丁目、花京院一丁目、花京院二丁目、小松島一丁目、台

原六丁目（二～十三番）、中央一丁目（四番、五番の一部）、東照宮一丁

目、東照宮二丁目、中江一丁目、中江二丁目、錦町二丁目（一番の一部、

二、三番、四、五番の一部）、福沢町、本町一丁目（四番の一部、五番、

六番の一部）、宮町一丁目、宮町二丁目、宮町三丁目、宮町四丁目（四～

九番）、宮町五丁目、宮城野区小田原山本丁（百、百一番の一部、百二番）、

小田原一丁目（一、二番、三番の一部）、花京院通、車町、鉄砲町西（一

番の一部）、名掛丁（二百番の一部、二百一、二百二番、二百三番の一部、

二百四、二百五番、二百七番の一部、二百八～二百十二、二百十四、二

百十五番、二百十七番の一部）、東六番丁、元寺小路 

桜丘中学校 桜丘小学校通学

区域 

青葉区川平二丁目（二十八番を除く。）、桜ケ丘一丁目

（六～四十二番）、桜ケ丘二丁目、桜ケ丘三丁目、桜ケ

丘四丁目、桜ケ丘五丁目、桜ケ丘六丁目、桜ケ丘七丁

目、桜ケ丘八丁目、桜ケ丘九丁目 

桜丘中学校 青葉区川平二丁目（二十八番の一部）、川平三丁目、川平四丁目、川平五

丁目 

三条中学校 青葉区青葉町、荒巻神明町（三～十六、二十～二十五番）、荒巻本沢一丁

目（十一～十九番）、荒巻本沢二丁目、荒巻本沢三丁目（一～七番）、柏

木二丁目（五番の一部）、柏木三丁目（一～六番、七番の一部）、菊田町、

北山一丁目、北山二丁目、北山三丁目、木町、三条町、子平町（十七、

十八番）、千代田町、通町一丁目、通町二丁目（一、二、十～十五番）、

新坂町、山手町 
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第一中学校 青葉区貝ケ森一丁目、貝ケ森二丁目、貝ケ森三丁目、貝ケ森四丁目、貝

ケ森五丁目、貝ケ森六丁目、柏木二丁目（一～四番、五番の一部、六番）、

柏木三丁目（七番の一部、八、九番）、国見一丁目、国見二丁目、国見三

丁目、国見四丁目、国見五丁目、国見六丁目、子平町（一～十六、十九

番）、星陵町（三番の一部）、角五郎一丁目、角五郎二丁目、八幡一丁目、

八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡六丁目、八幡

七丁目（一～十三番、十四番の一部、二十八～三十番）、広瀬町（四、五

番の一部、六～九番）、荒巻〔字青葉を除く。〕、郷六字葛岡（一～二十六） 

第二中学校 

 

木町通小学校通

学区域 

青葉区柏木一丁目（一、四、五番の一部）、春日町、木

町通一丁目、木町通二丁目（一番の一部、二～五番、

六番の一部）、国分町二丁目（十四番の一部）、国分町

三丁目（二～五番、六番の一部、八～十一番）、桜ケ岡

公園（四番）、星陵町（一、二番、三番の一部、四番）、

立町（二十三、二十六、二十七番の一部）、支倉町、広

瀬町（一～三番、四、五番の一部）、二日町（二番の一

部、三～五番、六、七番の一部、八～十番、十一、十

四番の一部、十五～十七番、十八番の一部） 

立町小学校通学

区域 

青葉区青葉山、大町一丁目（一、二番の一部、三、四

番）、大町二丁目（一、二番の一部、三～十五番）、川

内、川内追廻、川内亀岡北裏丁、川内亀岡町、川内川

前丁、川内三十人町、川内新横丁、川内大工町、川内

中ノ瀬町、川内明神横丁、川内元支倉、川内山屋敷、

川内澱橋通、国分町一丁目、国分町二丁目（一～十三

番、十四番の一部、十五番）、桜ケ岡公園（一～三番）、

立町（一～二十二番、二十三番の一部、二十四、二十

五番、二十六、二十七番の一部）、荒巻字青葉、大工町 

青葉区柏木一丁目（一番の一部、二、三番、四、五番の一部、六～九番） 

台原中学校 旭丘小学校通学

区域 

青葉区旭ケ丘二丁目、旭ケ丘三丁目、旭ケ丘四丁目、

北根黒松（三～十八番） 

青葉区旭ケ丘一丁目、北根黒松（一、二番）、北根一丁目、北根二丁目、

北根三丁目、小松島二丁目、小松島三丁目、小松島四丁目、台原森林公

園、台原二丁目、台原三丁目、台原四丁目、台原五丁目、台原七丁目、

堤町一丁目（五～九番、十番の一部）、堤町二丁目（一番の一部、三番、

十、十一番の一部、十二、十三番）、堤町三丁目（一～二十九番）、葉山

町（一番） 
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中山中学校 中山小学校通学

区域 

青葉区荒巻本沢一丁目（一～十番）、荒巻本沢三丁目

（八～二十二番）、川平一丁目、桜ケ丘一丁目（一～五

番）、滝道、中山一丁目、中山二丁目、中山三丁目、中

山四丁目、中山五丁目、中山六丁目 

青葉区川平二丁目（二十八番の一部）、中山七丁目、中山八丁目、中山九

丁目、西勝山 

錦ケ丘中学校 錦ケ丘小学校通

学区域 

錦ケ丘一丁目、錦ケ丘二丁目、錦ケ丘三丁目、錦ケ丘

四丁目、錦ケ丘五丁目、錦ケ丘六丁目、錦ケ丘七丁目、

錦ケ丘八丁目、錦ケ丘九丁目 

青葉区上愛子〔字芦見、字荒、字芋郷、字岩元、字岩元前、字梅ノ木田、

字運南、字榎、字大岩、字街道（十五～二十、二十一の一部、二十二～

二十八）、字上町、字北内、字車、字小塩前、字斉勝森、字塩柄、字下遠

野原（三十二、三十三、三十六～三十八）、字蛇台原、字新宮前、字神明、

字宝前、字立石、字舘ノ内、字大五郎、字月見、字樋田、字中斉、字中

道、字沼田、字橋本、字二岩、字麓道上、字麓道下、字平治、字辺田、

字堀切（一及び四の一部）、字前堀、字松原（四十七～末）、字峯岸、字

宮入、字宮下、字宮前、字屋敷前、字雷神〕、下愛子〔字観音、字観音堂、

字毘沙門、字町（十二～末）、字峯岸前（一～十五）〕 

広瀬中学校 広瀬小学校通学

区域 

青葉区愛子東一丁目、愛子東二丁目、愛子東三丁目、

愛子東四丁目、愛子東五丁目、愛子東六丁目、落合三

丁目、落合四丁目（一番の一部、二番）、落合六丁目（十

一～三十三、三十六、三十七、四十七～六十三、六十

五）、栗生七丁目、下愛子〔字青木、字稲荷前、字岩谷、

字神下、字志出、字清水端、字高橋、字立車、字舘、

字田中、字月橋、字天神、字東安、字戸内前、字中原、

字西風蕃山の一部、字二本松、字白山、字畑合、字葉

前場、字廣間、字船見、字町（一～十一）、字松ノ木下、

字峯岸前（十六～末）、字明神前、字棟林、字本木、字

本木裏、字本木前、字山岸、字横町前〕 
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広瀬中学校 青葉区愛子中央一丁目、愛子中央二丁目、愛子中央三丁目、愛子中央四

丁目、愛子中央五丁目、愛子中央六丁目、落合一丁目、落合二丁目、落

合四丁目（一番の一部、三～六番）、落合五丁目、落合六丁目（一～十、

三十五、三十八～四十六、六十四）、栗生一丁目、栗生二丁目、栗生三丁

目、栗生四丁目、栗生五丁目、栗生六丁目、芋沢〔字柿崎、字柿崎下、

字柿崎中、字柿崎原、字柿崎東、字柿崎南、字座当、字下窪、字下清水、

字下清水下、字新苦地、字宅地、字田尻、字中田、字中田西、字中田東

（三～末）、字苦地、字苦地下、字苦地中、字二尺木、字八幡〕、上愛子

〔字赤生木、字板颪、字五ツ森、字岩多羅山、字大清水、字大針、字大

道、字大森、字上大椚、字街道（一～十四、二十一の一部、二十九～末）、

字上北、字上沢口、字上志田、字上十三枚田、字上遠野原、字北、字北

田、字北原、字北原道上、字狐、字倉内、字坂下、字沢目、字三本木、

字下清水、字志田、字下大椚、字下北、字下沢口、字下十三枚田、字下

遠野原（一～三十一、三十四、三十五、三十九～末）、字白沢、字田中、

字堤、字寺、字遠野原、字中遠野原、字西、字西原、字箱倉山、字原、

字舟橋、字堀切（一及び四の一部を除く。）、字前山、字松原（一～四十

六）、字道合、字道上、字道下、字南、字宮西、字谷地、字山神、字山下〕、

下愛子（字梅木、字川辺、字窪、字斉、字竹ノ花、字堤下、字鶴、字西

風蕃山の一部〕 

南吉成中学校 南吉成小学校通

学区域 

青葉区国見ケ丘五丁目（四十三番の一部）、中山台西、

中山台一丁目、中山台二丁目、中山台三丁目、中山台

四丁目、中山吉成一丁目、中山吉成二丁目、中山吉成

三丁目、南吉成一丁目、南吉成二丁目、南吉成三丁目、

南吉成四丁目、南吉成五丁目、南吉成六丁目、南吉成

七丁目、吉成二丁目、吉成三丁目、芋沢〔字黒森山、

字権現森山（一～十三、五十六～百四）、字横向山（十

二～百五十五を除く。）、字吉成（六十六の一部及び六

十七を除く。）、字吉成西、字吉成東、字吉成山（二、

四十二～七十七、百七～百三十、百三十二～百四十四

及び百四十六～百五十を除く。）〕 
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吉成中学校 吉成小学校通学

区域 

青葉区国見ケ丘一丁目、国見ケ丘二丁目、国見ケ丘三

丁目、国見ケ丘四丁目、国見ケ丘五丁目（一～四十二

番、四十三番の一部）、国見ケ丘六丁目、国見ケ丘七丁

目、吉成一丁目、吉成台一丁目、吉成台二丁目、臨済

院、芋沢〔字大害、字吉成（六十六の一部、六十七）、

字吉成山（二、四十二～七十七、百七～百三十、百三

十二～百四十四、百四十六～百五十）〕 
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◎宮城野区 

 

学校名 通学区域 

岩切中学校 岩切小学校通学

区域 

宮城野区岩切一丁目、岩切二丁目、岩切三丁目、岩切

分台一丁目、岩切分台二丁目、岩切分台三丁目、岩

切、燕沢字北田、鶴ケ谷〔字大谷、字崖ノ上、字金堀、

字川原、字北畑の一部、字京田の一部、字新田、字竹

ノ花の一部、字筒下（十七～末）、字洞堀、字中曾根

（十九～末）、字原田の一部、字谷地（三十七～末）〕 

幸町中学校 幸町小学校通学

区域 

青葉区高松三丁目（十九～二十二番）、宮城野区幸町

一丁目、幸町二丁目（三～七、十四～二十二番）、幸

町三丁目（一～九番）、二の森（一～十、十七～二十

三番） 

幸町南小学校通

学区域 

宮城野区大梶（一～十五番、十六番の一部）、幸町二

丁目（一、二、八～十三、二十三、二十四番）、幸町

五丁目（一～七、十～十二番） 

青葉区小松島新堤、高松一丁目、高松二丁目、高松三丁目（一～十八、

二十三番）、宮城野区安養寺一丁目（四～十番、十九番の一部、二十番）、

蟹沢（一～六番）、幸町三丁目（十～十六番）、幸町四丁目、幸町五丁目

（八、九、十三番）、二の森（十一～十六番）、枡江（十、十二番の一部） 
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高砂中学校 岡田小学校通学

区域 

宮城野区岡田西町（一番の一部、三番）、蒲生一丁目、

蒲生二丁目、港一丁目、港二丁目、港三丁目、港四丁

目、港五丁目、岡田、蒲生〔字荒田、字石神、字井戸

谷地、字牛路、字榎、字榎下、字荻袋、字小田切、字

鍛冶谷地、字上蒲沼、字上屋倉、字北荒田、字北上河

原、字北下河原、字北城道田、字北中河原、字北屋ケ

城、字雑子袋、字下蒲沼、字下袋、字下屋倉、字高原、

字竹ノ内、字田向、字塚田、字中通、字中袋、字中屋

倉、字鍋沼、字鍋沼前、字西屋敷添、字二本木（百二

十七）、字二本木南、字沼沢、字念仏田、字八郎兵エ

谷地第一、字八郎兵エ谷地第二、字原屋敷、字稗田、

字東城道田、字東通、字東沼沢、字東屋敷添、字袋西

第一、字袋西ノ内第二、字細川、字前通、字町、字南

上河原、字南下河原、字南城道田、字南中河原、字南

屋ケ城、字元切、字屋倉、字屋敷、字山神、字四ツ

辺〕、中野〔字赤松、字牛小舎、字大蘭沼、字神妻、

字門浦、字北神妻、字北田、字北松、字鵠沼、字小原

田、字四本杉、字新川、字高砂、字高松、字高山、字

堂崎、字中原、字西、字西原、字船入、字古川、字谷

地中、字雷神〕、福室〔字久保野一番、字久保野二番、

字新原田の一部、字平柳（八～五十二、五十六）、字

弁当二番（一～十一、二十九～三十六）、字弁当三番

（一～八、三十～末）〕 
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鶴巻小学校通学

区域 

宮城野区扇町四丁目（四番を除く。）、扇町五丁目（三、

八番）、扇町六丁目（四～六番）、扇町七丁目、岡田西

町（一番の一部、二番）、白鳥一丁目、白鳥二丁目、

鶴巻一丁目、鶴巻二丁目、中野四丁目（一番の一部、

二番、三、四、六、七、十二、十四、十五、十八番の

一部、十九、二十番）、中野五丁目（一～三、六番、

七番の一部、十、十一番、十三番の一部、十四、十八、

十九番）、福田町二丁目（五番の一部、七番、八、十

番の一部、十一～十五、十七～三十六番）、福田町三

丁目、福田町四丁目、福田町南一丁目、福田町南二丁

目、蒲生〔字土手前、字二本木（百二十七を除く。）、

字耳取〕、福室〔字御蔵前二番、字御蔵前三番、字上

河原、字小原一番、字小原二番、字下河原、字新原田

の一部、字田中東一番、字田中東二番、字田中前一

番、字田中前二番、字原田一番、字原田二番、字原田

三番、字原田四番、字平柳（一～七、五十三～五十五、

五十七～末）、字弁当二番（十二～二十八、三十七～

末）、字弁当三番（九～二十九）〕、若林区卸町東五丁

目（一番）、鶴代町（四～六番） 

宮城野区出花一丁目（十六、十七、二百七十九、二百八十四、二百八十

六番の一部、二百八十七番）、高砂一丁目、高砂二丁目、中野一丁目（一

～三番、四番の一部、五～十四番、十五番の一部、十六～三十七番、三

十八番の一部、三十九～四十九番、五十番の一部、五十一～五十八番、

五十九、六十番の一部）、中野二丁目（一、二番、三番の一部、四、五

番、六番の一部、七～九、十一番、二十一番の一部、二十二～二十四番、

二十五番の一部、二十七、三十～三十三、三十八番、四十番の一部）、

中野三丁目（一～三、八、九、十一番の一部、十二番）、中野四丁目（一、

三、四番の一部、五番、六、七番の一部、八～十番、十一、十二番の一

部、十三番、十四、十五番の一部、十六、十七番、十八番の一部）、中

野五丁目（七、十二、十三番の一部）、福室一丁目、福室二丁目（八番

を除く。）、福室三丁目（一番、十四番の一部）、中野〔字腰廻、字寺前

の一部、字向田〕、福室〔字県道前、字境一番、字境四番、字向川原、

字由谷地〕 

田子中学校 田子小学校通学

区域 

宮城野区田子一丁目、田子二丁目、田子三丁目、田子

西一丁目、田子西二丁目、田子西三丁目、小鶴〔字高

野、字新境〕、田子 
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宮城野区扇町一丁目（七～九番）、扇町五丁目（一、二、四～七、九～

十二番）、扇町六丁目（一～三番）、仙石、福住町、福田町一丁目、福田

町二丁目（一～四番、五番の一部、六番、八番の一部、九番、十番の一

部、十六番）、小鶴字沼形 

鶴谷中学校 鶴谷小学校通学

区域 

宮城野区安養寺一丁目（十一～十八番、十九番の一

部、二十一～三十八番）、自由ケ丘、鶴ケ谷一丁目（十

九～末）、鶴ケ谷二丁目、鶴ケ谷三丁目、鶴ケ谷四丁

目、鶴ケ谷五丁目（一～二十一）、鶴ケ谷北一丁目、

鶴ケ谷北二丁目（一～十四番）、鶴ケ谷字本山 

宮城野区鶴ケ谷五丁目（二十二～末）、鶴ケ谷六丁目（一～四、十六、

十七）、鶴ケ谷北二丁目（十四、十五番）、鶴ケ谷東四丁目（三、四番の

一部、七～二十一番、二十二番の一部）、鶴ケ谷〔字北畑の一部、字京

田の一部、字京原、字坂下、字竹ノ花の一部、字舘下、字筒下（一～十

六）、字中曾根（一～十八）、字並柳、字谷地（一～三十六）〕 

東華中学校 東宮城野小学校

通学区域 

宮城野区扇町二丁目、扇町三丁目、萩野町三丁目、東

宮城野（三～五番）、日の出町二丁目、日の出町三丁

目、宮千代二丁目、宮千代三丁目、若林区卸町一丁

目、卸町二丁目、卸町三丁目、卸町四丁目、卸町五丁

目 

宮城野区榴ケ岡（百、百一番、百二、百九番の一部、百十五、百十六番）、

榴岡一丁目（二、五～八番）、榴岡二丁目、榴岡三丁目（一～八、十番）、

榴岡四丁目、榴岡五丁目（一～十二番、十三番の一部）、名掛丁（二百

三、二百六番の一部、二百十三、二百十六番、二百十七番の一部、二百

十八番、二百十九、二百二十番の一部、二百二十一番）、西宮城野、二

十人町（三百番の一部、三百二十五、三百二十六番）、宮城野一丁目、

宮城野二丁目（十一～十四番）、宮城野三丁目（一～三番）、宮千代一丁

目、若林区裏柴田町、表柴田町、木ノ下一丁目（一～十六番、十七、十

八番の一部、十九番、二十一番の一部、二十二～二十五番）、木ノ下二

丁目（一、二、十一～十三番）、木ノ下三丁目（一、二番の一部、四番）、

木ノ下四丁目（一番、二番の一部）、三百人町（二十七～百五十六）、新

寺一丁目（二～四番、五番の一部）、新寺二丁目、新寺三丁目（四番の

一部、五、六番、七番の一部、八～十三番）、新寺四丁目、新寺五丁目、

成田町（十六～百二十）、二軒茶屋、元茶畑、連坊小路（一～九十七）、

連坊一丁目（六～十二番）、連坊二丁目 
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中野中学校 中野栄小学校通

学区域 

宮城野区出花一丁目（一～十六番、十七番の一部、二

百七十八番、二百七十九番の一部、二百八十～二百

八十三番、二百八十四番の一部、二百八十五番、二百

八十六番の一部、二百八十八～二百九十番）、出花二

丁目、出花三丁目、栄一丁目、栄二丁目、栄三丁目、

栄四丁目、栄五丁目、仙台港北一丁目、仙台港北二丁

目、中野二丁目（三番の一部、十、十二～二十番、二

十一、二十五番の一部、二十六、二十八、二十九、三

十四～三十七、三十九、四十一～四十三番）、中野三

丁目（一、二、五、六番の一部、七番、八、九番の一

部、十番、十一、十四番の一部、十五番）、福室四丁

目（七、八番、十八番の一部）、福室七丁目（一番の

一部）、中野〔字阿弥陀堂、字出花、字出花西、字大

貝沼、字上小袋田、字柄越、字北上、字四反田、字下

小袋田、字新田、字神明、字杉本、字高橋前、字只屋

敷、字寺前の一部、字沼頭、字沼向、字掃沼、字資田、

字柳原、字寺前〕 

宮城野区福室二丁目（八番）、福室三丁目（一番及び十四番の一部を除

く。）、福室四丁目（七、八番及び十八番の一部を除く。）、福室五丁目、

福室六丁目、福室七丁目（一番の一部を除く。） 

西山中学校 燕沢小学校通学

区域 

宮城野区小鶴一丁目、小鶴二丁目、燕沢一丁目（二十

～二十四、二十六～二十八番）、燕沢二丁目（一、二

番）、燕沢三丁目、燕沢東一丁目、燕沢東二丁目、燕

沢東三丁目、鶴ケ谷東一丁目、鶴ケ谷東二丁目（一～

三番、五番の一部を除く。）、鶴ケ谷東三丁目、鶴ケ谷

東四丁目（三、二十二番の一部）、小鶴〔字黒門、字

七反田〕、燕沢〔字長町、字糠塚、字原田、字前田、

字谷地〕 

西山小学校通学

区域 

宮城野区安養寺三丁目（七、十一～十五番）、小鶴三

丁目、燕沢一丁目（一～十九、二十五番）、燕沢二丁

目（三～二十八番）、鶴ケ谷一丁目（一～十八）、鶴ケ

谷七丁目（一～十七）、鶴ケ谷八丁目、東仙台一丁目

（一番、十八番の一部、十九～二十四番）、東仙台六

丁目（十三番の一部、十四～十八番、二十番の一部）、

東仙台七丁目 
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宮城野区安養寺一丁目（一～三番）、安養寺二丁目、安養寺三丁目（一

～六、八～十番、十六～末）、蟹沢（七番）、新田東四丁目（三、四、八、

九、十四）、鶴ケ谷六丁目（五～十五、二十一～二十五）、鶴ケ谷七丁目

（十八～末）、鶴ケ谷東二丁目（一～三番、五番の一部）、鶴ケ谷東四丁

目（一、二番、四番の一部、五、六番）、枡江（一～九番、十番の一部、

十一番、十二番の一部、十三～二十二番）、小鶴〔字七反田南、字羽山

の一部〕、燕沢字前塚 

東仙台中学校 東仙台小学校通

学区域 

宮城野区大梶（十六番の一部、十七番）、新田五丁目

（一番の一部）、東仙台一丁目（二～十七番、十八番

の一部）、東仙台二丁目、東仙台三丁目、東仙台四丁

目、東仙台五丁目、東仙台六丁目（一～十二番、十三

番の一部、十九番、二十番の一部、二十一～二十九

番）、平成一丁目（一番、二番の一部、三～九番、十

六、十七番の一部、十八～二十五番）、平成二丁目、

松岡町、原町苦竹字案内前下 

宮城野区新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、新田四丁目、新田五丁

目（一番の一部を除く。）、新田東一丁目、新田東二丁目、新田東三丁目、

新田東四丁目（三、四、八、九及び十四を除く。）、新田東五丁目、小鶴

〔字後堤、字内沼、字草谷地、字境谷地中、字境谷地西、字七反田東、

字千刈田、字銚子口、字築留、字野谷地東、字野谷地南、字羽黒、字羽

山の一部、字前谷地、字吉川、字籠田、字籠田南〕、原町苦竹〔字北谷

地下、字新田北、字新田西、字松山〕 

宮城野中学校 原町小学校通学

区域 

宮城野区扇町一丁目（一～六番）、小田原三丁目（五、

九番の一部、十番）、五輪一丁目（五～十七番）、五輪

二丁目、清水沼一丁目、清水沼二丁目、清水沼三丁

目、苦竹一丁目、苦竹二丁目、苦竹三丁目（一番）、

二十人町通、原町一丁目、原町二丁目、原町三丁目、

原町四丁目、原町五丁目、原町六丁目、日の出町一丁

目、平成一丁目（二番の一部、十～十五番、十六、十

七番の一部）、南目館（二十番）、宮城野二丁目（一～

七番）、原町苦竹（字川北、字川南）、原町南目 
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宮城野区銀杏町、小田原牛小屋丁、小田原金剛院丁、小田原清水沼通、

小田原大行院丁、小田原広丁、小田原山本丁（百、百一番の一部、百三

番）、小田原弓ノ町、小田原一丁目（三番の一部、四～十番）、小田原二

丁目、小田原三丁目（一～四番、五番の一部、六～八番、九番の一部）、

五輪一丁目（一～四番）、榴ケ岡（百二番の一部、百三～百八番、百九

番の一部、百十～百十四、百十七～百二十番）、榴岡三丁目（九、十一

番）、榴岡五丁目（十三番の一部）、鉄砲町、鉄砲町中、鉄砲町西（一番

の一部を除く。）、鉄砲町東、名掛丁（二百六、二百七、二百十九、二百

二十番の一部）、苦竹三丁目（二～六番）、苦竹四丁目、二十人町（三百

番の一部、三百一～三百二十四、三百二十七～三百三十一番）、萩野町

一丁目、萩野町二丁目、萩野町四丁目、東宮城野（一、二番）、南目館

（一～十九、二十一番）、宮城野二丁目（八～十番）、宮城野三丁目（四

～七番）、原町苦竹〔字赤目、字白目、字原東、字矢作〕 
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◎若林区 

 

学校名 通学区域 

沖野中学校 沖野小学校通学

区域 

若林区沖野一丁目、沖野二丁目、沖野三丁目、沖野四

丁目、沖野五丁目、沖野六丁目（一～九番）、上飯田一

丁目（一～六番）、上飯田二丁目（一番の一部） 

沖野東小学校通

学区域 

若林区沖野六丁目（十～三十八番）、沖野七丁目、上飯

田一丁目（七～二十五番）、上飯田二丁目（二～四番の

一部）、沖野〔字北門の一部、字高野南の一部及び字舘

東の一部を除く。〕、上飯田字天神 

蒲町中学校 大和小学校通学

区域 

 

若林区志波町、中倉一丁目（二十七、二十八番）、中倉

二丁目、中倉三丁目、大和町二丁目、大和町三丁目、

大和町四丁目、大和町五丁目 

蒲町小学校通学

区域 

 

若林区荒井一丁目（一～十一）、伊在一丁目、霞目一丁

目、霞目二丁目、なないろの里一丁目、なないろの里

二丁目、なないろの里三丁目、かすみ町、蒲町、蒲町

東、六丁の目西町（一～五番）、六丁の目南町（一番）、

六丁の目元町、荒井〔字梅ノ木、字沖谷地、字南田中〕、

伊在、霞目、蒲町 

七郷中学校 七郷小学校通学

区域 

 

若林区荒井一丁目（十二～末）、荒井三丁目、荒井六丁

目、荒井七丁目、荒井八丁目、荒井東一丁目、荒井東

二丁目、荒井南、荒浜新一丁目、荒浜新二丁目、荒井

〔字梅ノ木、字沖谷地、字川田の一部、字東の一部及

び字南田中を除く。〕、荒浜、長喜城 

荒井小学校通学

区域 

 

 

 

 

宮城野区扇町四丁目（四番）、若林区荒井二丁目、荒井

四丁目、荒井五丁目、伊在二丁目、伊在三丁目、卸町

東一丁目、卸町東二丁目、卸町東三丁目、卸町東四丁

目、卸町東五丁目（二～七番）、鶴代町（一～三番）、

六丁の目北町、六丁の目中町、六丁の目西町（六～八

番）、六丁の目東町、六丁の目南町（二～十一番）、荒

井〔字川田の一部、字東の一部〕、六丁目 
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八軒中学校 南材木町小学校

通学区域 

若林区河原町一丁目、河原町二丁目、穀町、五十人町、

新弓ノ町、畳屋丁、堰場、八軒小路、舟丁、文化町（一、

二、十七番）、南石切町、南鍛冶町（一～四十四、百五

十七～末）、南材木町、南染師町、六十人町、南小泉字

八軒小路 

若林小学校通学

区域 

若林区古城三丁目（二十番の一部、二十一～二十四、

二十六番）、若林一丁目（二～五番、六番の一部、十番

の一部、十一～十三番）、若林二丁目、若林三丁目（一、

三番の一部、四～十五番）、若林四丁目、若林五丁目、

若林六丁目、若林七丁目 

若林区古城一丁目、古城二丁目、文化町（十二～十六、十八～二十一番）、

南小泉三丁目（十八～二十一番）、若林一丁目（一番、六番の一部、七～

十番）、若林三丁目（一番の一部、二番、三番の一部） 

南小泉中学校 遠見塚小学校通

学区域 

若林区遠見塚東、遠見塚一丁目、遠見塚二丁目、遠見

塚三丁目、古城三丁目（一～十九番、二十番の一部、

二十五、二十七番）、南小泉四丁目 

若林区一本杉町、木ノ下一丁目（十七、十八番の一部、二十番、二十一

番の一部）、木ノ下二丁目（三～十番）、木ノ下三丁目（一、二番の一部、

三、五～十九番）、木ノ下四丁目（二番の一部、三～九番）、木ノ下五丁

目、椌木通、三百人町（一～二十六、百五十七～末）、白萩町、中倉一丁

目（一～二十六番）、成田町（一～十五、百二十一～末）、西新丁、東新

丁、文化町（三～十一番）、保春院前丁、南小泉一丁目、南小泉二丁目、

南小泉三丁目（一～十七番）、大和町一丁目 

六郷中学校 六郷小学校通学

区域 

若林区今泉一丁目、今泉二丁目、上飯田二丁目（一～

四番の一部、五～三十四番）、上飯田三丁目、上飯田四

丁目、六郷、飯田、井土、今泉、沖野〔字北門の一部、

字高野南の一部及び字舘東の一部〕、三本塚、下飯田、

四郎丸字山野内、種次、日辺、藤塚、二木 
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◎太白区 

 

学校名 通学区域 

秋保中学校 秋保小学校通学

区域 

太白区秋保町境野、秋保町長袋〔字賀澤、字雁木田、

字雁木田山、字久保、字黒森、字篠根澤、字宿、字舘

ケ澤、字堤下、字水上北、字水上南及び字向宿を除

く。〕、秋保町馬場字向山 

馬場小学校通学

区域 

太白区秋保町長袋〔字賀澤、字雁木田、字雁木田山、

字久保、字黒森、字篠根澤、字宿、字舘ケ澤、字堤下、

字水上北、字水上南、字向宿〕、秋保町馬場〔字向山を

除く。〕 

湯元小学校通学

区域 

太白区秋保町湯向、秋保町湯元 

愛宕中学校 向山小学校通学

区域 

太白区青山二丁目（二十八番の一部、三十～四十四

番）、越路、長嶺（三、五～七、十一～二十番）、萩ケ

丘、向山一丁目、向山二丁目、向山三丁目、向山四丁

目、茂ケ崎一丁目、茂ケ崎二丁目、茂ケ崎三丁目（十、

十一番の一部、十二番）、八木山香澄町（一～二十六

番）、八木山松波町、八木山緑町、八木山弥生町 

生出中学校 生出小学校通学

区域 

太白区茂庭一丁目、茂庭二丁目、坪沼、茂庭〔字合ノ

沢北、字合ノ沢南、字赤石山、字愛宕山、字上ノ原山、

字宇塚、字生出前、字大沢、字門野、字門野山、字鹿

ノ上、字亀ケ森、字亀ケ森北、字川添西、字川添東、

字熊野、字五ケ銘、字御所川、字小塚西、字小塚東、

字坂ノ下、字新熊野、字新組、字新御所川、字曾根、

字高田山の一部、字中ノ瀬中、字中ノ瀬西、字中ノ瀬

東、字中ノ森、字長嶺山、字中身山の一部、字中谷地

北、字中谷地南、字中谷地山、字西、字西前、字原、

字原山、字東、字人来田中、字人来田西、字人来田東、

字人来田山の一部、字舟木北、字舟木南、字本郷、字

馬尾板北、字馬尾坂南、字町北、字町田、字松ケ平、

字松場、字嶺岸、字嶺山の一部、字向根〕 

太白区茂庭〔字人来田山の一部〕 
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郡山中学校 東長町小学校通

学区域 

太白区あすと長町二丁目（二、三番）、あすと長町三丁

目、あすと長町四丁目（三、四番）、郡山一丁目（十一、

十二、十四～十八番、十九番の一部）、郡山二丁目、郡

山三丁目（十六～二十一、二十三～二十七番）、郡山五

丁目、郡山六丁目、郡山七丁目、郡山八丁目、諏訪町、

東大野田 

八本松小学校通

学区域 

太白区あすと長町一丁目、あすと長町二丁目（一番）、

あすと長町四丁目（一、二番）、郡山一丁目（八、九番、

十九番の一部）、郡山三丁目（一～十五、二十二番）、

郡山四丁目、八本松一丁目、八本松二丁目 

郡山小学校通学

区域 

太白区東郡山一丁目、東郡山二丁目、郡山〔字悪土を

除く。〕 

富沢中学校 大野田小学校通

学区域 

太白区大野田一丁目、大野田二丁目、大野田三丁目、

大野田四丁目、大野田五丁目、太子堂、富沢四丁目（一

～七番）、長町南二丁目、長町南三丁目（三十三～四十

番）、長町南四丁目（二十～三十四番）、大野田〔字上

古川、字河島、字下古川の一部、字高原の一部及び字

前河原の一部を除く。〕、富沢〔字下ノ内〕 

富沢小学校通学

区域 

太白区富沢西一丁目、富沢西二丁目、富沢西三丁目、

富沢西四丁目、富沢西五丁目、富沢南一丁目、富沢南

二丁目、南大野田、大野田〔字上古川、字河島、字下

古川の一部、字高原の一部及び字前河原の一部〕、富沢

〔字川前、字川前東、字下ノ内前、字外河原、字多賀

社前、字舘、字舘東、字中河原、字堀ノ内、字前小路、

字松山、字宮崎、字山口の一部、字六本松〕 

太白区泉崎一丁目、泉崎二丁目、富沢一丁目、富沢二丁目、富沢三丁目、

富沢四丁目（八～十八番）、長町南三丁目（一～三十二番）、長町南四丁

目（一～十九番）、西多賀二丁目、西多賀五丁目（一～二十三番）、鈎取

字新田町、富沢〔字山口の一部〕、富田、山田〔字新田堀下北、字新田堀

下中、字新田堀下南〕 
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長町中学校 長町小学校通学

区域 

太白区鹿野一丁目（一番の一部、二番）、長町一丁目、

長町二丁目、長町三丁目、長町四丁目、長町五丁目（一

番、二番の一部、三～九番、十番の一部、十一番、十

二番の一部）、長町七丁目（一～十九番）、長町八丁目

（一～十七番、十八番の一部、二十二、二十三番）、根

岸町、茂ケ崎三丁目（一～九番、十、十一番の一部）、

茂ケ崎四丁目、門前町（十二番の一部を除く。） 

鹿野小学校通学

区域 

太白区鹿野本町、鹿野一丁目（一番の一部、三～十番）、

鹿野二丁目、砂押町、砂押南町、土手内一丁目（一～

五番、六番の一部、七番、十番の一部、十一～二十五

番）、土手内二丁目（一番）、長町八丁目（十八番の一

部、十九～二十一番）、長嶺（一、二、四、八～十番）、

二ツ沢、緑ケ丘一丁目、緑ケ丘二丁目（一～十一番）、

緑ケ丘三丁目、緑ケ丘四丁目（一番の一部、八～三十

番）、門前町（十二番の一部） 

太白区大塒町（三十九番の一部）、鹿野三丁目、土手内一丁目（六番の一

部、八、九番、十番の一部）、土手内二丁目（二～六番）、土手内三丁目、

長町五丁目（二、十、十二番の一部）、長町六丁目、長町七丁目（二十～

二十四番）、長町南一丁目、緑ケ丘二丁目（十二～二十三番） 

中田中学校 中田小学校通学

区域 

太白区中田一丁目、中田二丁目、中田三丁目、中田四

丁目、中田五丁目、中田六丁目、中田七丁目、東中田

一丁目（一～九番、二十五番の一部）、東中田二丁目（一

～九番）、東中田五丁目（十二番の一部）、東中田六丁

目（一～十四番、十五、十六番の一部、十七番）、中田

町〔字後河原（一～十、二十七～末）、字鎌ケ淵、字北、

字小前田、字清水、字神明東、字杉ノ下、字二軒橋の

一部、字南〕 
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袋原小学校通学

区域 

太白区東中田一丁目（十～二十一番、二十二～二十五

番の一部）、東中田二丁目（十～三十九番）、東中田三

丁目（一～十九番、二十番の一部、二十一～二十四番、

二十六、二十七番の一部）、東中田四丁目（一～十番、

十一番の一部、十二～十四、十九～二十一番）、東中田

五丁目（一～十一番、十二番の一部、十三～十七番）、

東中田六丁目（十五、十六番の一部、十八～二十一番）、

中田町〔字荒屋敷、字後河原（十一～二十六）、字境、

字千刈田、字寺浦、字二軒橋の一部、字東、字法地北、

字法地南、字前沖、字前沖北、字前沖中、字前沖南〕、

袋原〔字内手、字小原、字定野西、字定野南、字堰場、

字台（三十一～末）、字平淵（一～二十、三十一、三十

二、四十七の一部、五十の一部）〕 

西多賀中学校 太白区大谷地、鈎取一丁目、鈎取二丁目、鈎取三丁目、鈎取四丁目、金

剛沢一丁目、金剛沢二丁目、西多賀一丁目、西多賀三丁目、西多賀四丁

目、西多賀五丁目（二十四～三十二番）、西の平一丁目、西の平二丁目（一、

二、二十四～三十一番）、三神峰一丁目、三神峰二丁目、御堂平（一～六、

十二～二十二番）、鈎取〔字青木塒、字御堂平（三十七、三十九～末）〕 

人来田中学校 太白区太白三丁目、日本平、旗立一丁目（十六～二十二番）、旗立二丁目、

旗立三丁目、人来田一丁目、人来田二丁目、人来田三丁目、山田自由ケ

丘、山田〔字旗立、字山田山〕 

袋原中学校 四郎丸小学校通

学区域 

太白区東中田一丁目（二十二～二十五番の一部）、東中

田三丁目（二十番の一部、二十五番、二十六、二十七

番の一部、二十八番）、東中田四丁目（十一番の一部、

十五～十八、二十二番）、袋原一丁目、袋原二丁目（一

～十五番、十六、十七番の一部）、袋原三丁目、袋原四

丁目、袋原五丁目、袋原六丁目、下余田、四郎丸〔字

桜木、字昭和裏（一～二十二、二十六～末）、字昭和上、

字昭和西、字神明、字田中、字土浮、字吹上（七十一

を除く。）、字弁天（一～十九）、字前、字渡道〕、高柳

字皇壇ケ原、袋原〔字北河原、字小平、字定野北、字

定野東、字平、字台（一～三十）、字畑中、字平淵（二

十一～三十、三十三～四十六、四十七の一部、四十八、

四十九、五十の一部、五十一～末）〕 
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東四郎丸小学校

通学区域 

太白区袋原二丁目（十六、十七番の一部）、小塚原、四

郎丸〔字大宮、字岡谷地、字落合、字尺丈島北、字昭

和裏（二十三～二十五）、字昭和北、字昭和境、字昭和

下、字昭和中、字昭和東、字昭和前、字昭和南、字新

川、字新田、字地蔵前、字戸ノ内、字浜堀、字原東、

字吹上（七十一）、字弁天（二十～末）、字松原、字水

押、字芳塚〕、高柳〔字圭田、字山神〕、閖上 

茂庭台中学校 茂庭台小学校通

学区域 

太白区茂庭台一丁目、茂庭台二丁目、茂庭台三丁目、

茂庭台四丁目、茂庭台五丁目、茂庭〔字生出森、字生

出森東の一部、字大堤、字萱ケ崎、字佐保山北の一部、

字高田西、字高田東、字高田山の一部、字立石、字銅

谷沢、字中身山の一部、字梨野北、字梨野中、字梨野

西、字梨野東、字鍋田、字沼原、字馬越石、字嶺山の

一部、字矢倉木〕 

八木山中学校 八木山小学校通

学区域 

太白区青山一丁目、青山二丁目（二～二十七番、二十

八番の一部、二十九、四十五番）、恵和町（二十八番の

一部、四十一番）、桜木町、西の平二丁目（三～六番）、

松が丘、八木山香澄町（三十三～三十五番）、八木山東

一丁目（一番、二番の一部、九～十七番）、八木山東二

丁目（六番の一部、七～二十九番）、八木山本町一丁目、

八木山本町二丁目、若葉町、長町字越路 

太白区青山二丁目（一番）、芦の口、大塒町（三十九番の一部を除く。）、

恵和町（二十八番の一部及び四十一番を除く。）、金剛沢三丁目、西の平

二丁目（七～二十三、三十二～三十九番）、緑ケ丘四丁目（一番の一部、

二～七番）、八木山東一丁目（二番の一部、三～八、十八、十九番）、八

木山東二丁目（一～五番、六番の一部）、八木山南一丁目、八木山南二丁

目、八木山南三丁目、八木山南四丁目、八木山南五丁目、八木山南六丁

目、鈎取字御堂平（三十八）、富沢字金剛沢 

太白区鈎取本町一丁目、鈎取本町二丁目、上野山一丁目、上野山二丁目、

上野山三丁目、佐保山、太白一丁目、太白二丁目、羽黒台、旗立一丁目

（一～十五番）、ひより台、御堂平（七～十一番）、山田上ノ台町、山田

北前町、山田新町、山田本町、鈎取〔字一本杉、字西根添、字東根添、

字町、字向原前、字谷地田〕、茂庭〔字生出森東の一部、字佐保山北の一

部、字佐保山西、字佐保山東〕、山田〔字岩崎、字大石、字欠ノ上前、字

御殿、字清太原、字竹ノ内前、字田中前、字汚田通、字根岸前、字船渡

前、字谷地前〕 
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山田中学校 太白区鈎取本町一丁目、鈎取本町二丁目、上野山一丁目、上野山二丁

目、上野山三丁目、佐保山、太白一丁目、太白二丁目、羽黒台、旗立一

丁目（一～十五番）、ひより台、御堂平（七～十一番）、山田上ノ台町、

山田北前町、山田新町、山田本町、鈎取〔字一本杉、字西根添、字東根

添、字町、字向原前、字谷地田〕、茂庭〔字生出森東の一部、字佐保山

北の一部、字佐保山西、字佐保山東〕、山田〔字岩崎、字大石、字欠ノ

上前、字御殿、字清太原、字竹ノ内前、字田中前、字汚田通、字根岸

前、字船渡前、字谷地前〕 

柳生中学校 西中田小学校通

学区域 

太白区西中田一丁目（十九～二十二番）、西中田三丁

目（一、九番の一部、十～二十四番）、西中田四丁目、

西中田五丁目、西中田六丁目、西中田七丁目 

柳生小学校通学

区域 

太白区西中田一丁目（一～十八番）、西中田二丁目、

西中田三丁目（一番の一部、二～八番、九番の一部）、

柳生一丁目、柳生二丁目、柳生三丁目、柳生四丁目、

柳生五丁目、柳生六丁目、柳生七丁目、柳生 
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◎泉区 

 

学校名 通学区域 

加茂中学校 加茂小学校通学

区域 

泉区泉中央南、上谷刈一丁目（一、四～八番）、上谷

刈二丁目、上谷刈三丁目、上谷刈四丁目、上谷刈五丁

目、上谷刈六丁目（一～二番、三番の一部、四～八番、

十番の一部、十一番）、加茂一丁目、加茂二丁目、加

茂三丁目、加茂四丁目、加茂五丁目、上谷刈〔字赤坂、

字大平東、字古堤、字治郎兵衛下（七十～七十三、七

十九～末）、字立脇、字長命、字塚、字堤下、字遠聖

堂、字中沢、字沼、字沼下、字羽黒山、字原、字丸太

（一、二、四、六、七の一部、八、九、十一～二十二、

二十五～四十三、四十四の一部、四十八～五十）、字

丸山、字道北、字山添〕、野村字館下 

虹の丘小学校通

学区域 

泉区上谷刈六丁目（九番、十番の一部）、虹の丘一丁

目、虹の丘二丁目、虹の丘三丁目、虹の丘四丁目、み

ずほ台（六～三十八、五十三～末）、上谷刈〔字小堤、

字治郎兵衛下（一～六十九、七十四～七十八）、字橋

元、字丸太（三、五、七の一部、十、二十三、二十四、

四十四の一部、四十五～四十七、五十一～末）、字丸

太道添〕 

泉区上谷刈〔字鹿ノ下、字上ノ山、字北河原、字去田前、字三平、字三 

平東、字下入山田、字関ノ上、字館、字長命東、字羽黒北、字古川、字

八木沢〕、古内〔字高森及び字畑沢四十九の一部を除く。〕 

向陽台中学校 向陽台小学校通

学区域 

泉区明石南一丁目、明石南二丁目、明石南三丁目、明

石南四丁目、明石南五丁目、明石南六丁目、向陽台一

丁目、向陽台二丁目、向陽台三丁目、向陽台四丁目、

向陽台五丁目、山の寺一丁目、山の寺二丁目（一～四

番を除く。）、山の寺三丁目、市名坂字天神沢、七北田

〔字笹（三～十一、十二の一部、十三～十六、十八～

七十七、七十八の一部、八十）、字滝原、字寺沢〕 

将監中学校 将監西小学校通

学区域 

泉区将監九丁目、将監十丁目（六～三十九番）、将監

十一丁目（六～十五番）、将監十三丁目 
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将監中央小学校

通学区域 

泉区桂四丁目（三十二の一部）、将監五丁目（一の一

部を除く。）、将監六丁目（四～八番）、将監七丁目（十

一～二十二番）、将監八丁目（九～十四番）、将監十丁

目（一～五番）、将監十一丁目（一～五番）、将監十二

丁目、将監殿一丁目（十一、十九～二十三）、将監殿

二丁目、将監殿三丁目（二～二十一、二十三、二十七、

二十八、三十～四十九）、将監殿四丁目、将監殿五丁

目、七北田〔字大沢上前（八十二の一部、八十三～百

九、百十二～末）、字大沢木戸（五十の一部）、字大沢

殿、字大沢向原（一、二、三の一部、三十一、三十二、

四十九、五十）〕 

桂小学校通学区

域 

泉区桂一丁目、桂二丁目、桂三丁目、桂四丁目（三十

二の一部を除く。） 

将監東中学校 将監小学校通学

区域 

泉区泉中央二丁目（二番の一部、三～七番）、泉中央

三丁目（二十番の一部、二十一、二十二番）、将監一

丁目、将監二丁目、将監三丁目、将監四丁目、将監五

丁目（一番の一部）、将監六丁目（一～三番）、将監七

丁目（一～十番）、将監八丁目（一～八番）、将監殿一

丁目（一～十、十二～十八、二十四～三十五）、将監

殿三丁目（一、二十二、二十四～二十六、二十九）、

山の寺二丁目（一～四番）、七北田〔字大沢柏（四十

八～六十六、六十八～七十六、八十～百七、百十一～

百十六、百二十、百二十一、百二十三）、字大沢境、

字大沢日焼（八十三、八十四）、字郷北沢、字笹（二、

十二の一部、十七、七十八の一部、七十九）、字白水

沢（六十の一部、九十六～百二）、字新田、字丹波沢、

字新道、字野山、字山ノ寺〕 
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泉ケ丘小学校通

学区域 

泉区明通一丁目、明通二丁目、明通三丁目、明通四丁

目、泉ケ丘一丁目、泉ケ丘二丁目、泉ケ丘三丁目、泉

ケ丘四丁目、泉ケ丘五丁目、大沢一丁目、大沢二丁

目、大沢三丁目、七北田〔字大沢、字大沢相ノ沢、字

大沢明通、字大沢大谷、字大沢柏（四十八～六十六、

六十八～七十六、八十～百七、百十一～百十六、百二

十、百二十一、百二十三を除く。）、字大沢上蛇石、字

大沢上前の一部、字大沢木戸（五十の一部を除く。）、

字大沢黒崎、字大沢小松、字大沢大ケ沢、字大沢鳥谷

ケ沢、字大沢銅谷、字大沢中才、字大沢中沢、字大沢

日焼（八十三及び八十四を除く。）、字大沢丸山、字大

沢向原の一部、字大沢杢田〕 

松陵中学校 泉松陵小学校通

学区域 

泉区永和台、松陵一丁目、松陵二丁目、松陵三丁目、

松陵四丁目、松陵五丁目、歩坂町 

泉区松森字茗茄沢 

住吉台中学校 住吉台小学校通

学区域 

泉区住吉台西一丁目、住吉台西二丁目、住吉台西三

丁目、住吉台西四丁目、住吉台東一丁目、住吉台東二

丁目、住吉台東三丁目、住吉台東四丁目、住吉台東五

丁目、西田中〔字稲荷沢、字稲荷沢西、字稲荷沢東、

字大堤、字大堤前、字加賀屋敷、字加賀屋敷北、字上

道下、字上道下中、字上道下西、字萱場、字萱場中、

字萱場東、字萱場前、字萱場向、字萱場山、字北屋敷、

字杭城山の一部、字小倉、字小倉中、字小倉山、字作

田西、字作田東、字清水沢、字新大堤、字堰下、字動

目木、字中屋敷、字中屋敷西、字並木、字並木南、字

根添、字松下、字道合、字道下、国有林の一部〕 

高森中学校 高森小学校通学

区域 

泉区高森一丁目、高森二丁目、高森三丁目、高森四丁

目 

高森東小学校通

学区域 

泉区北高森、高森五丁目、高森六丁目、高森七丁目、

高森八丁目 

長命ケ丘中学

校 

長命ケ丘小学校

通学区域 

泉区長命ケ丘東、長命ケ丘一丁目、長命ケ丘二丁目、

長命ケ丘三丁目、長命ケ丘四丁目、長命ケ丘五丁目、

長命ケ丘六丁目、上谷刈〔字小梨沢、字長命岫〕、古

内〔字高森、字畑沢（四十九の一部）〕 
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鶴が丘中学校 鶴が丘小学校通

学区域 

泉区鶴が丘一丁目、鶴が丘三丁目（一～十六）、鶴が

丘四丁目（一～八）、松森〔字阿賀途、字阿比古、字

戌亥沢、字下台、字陣ケ前、字堰堀、字台、字台谷地、

字八合、字東沢、字深田、字仏沢、字真米、字松木沢〕 

泉区鶴が丘二丁目、鶴が丘三丁目（十七～三十二）、鶴が丘四丁目（九～

二十六）、市名坂〔字阿久土、字油田、字岡本、字伽藍、字清水端、字新

城、字砂押、字高倉、字高島、字竹内、字角田、字筒場、字蒜川、字本

町、字谷地〕、松森〔字赤沼、字岩久保、字内町、字岡本前、字岡本南、

字鹿島、字伽蘭、字小迫、字下町、字下伽蘭、字下中門、字下鼠堂、字

城前、字館、字堂谷、字西沢、字鼠堂、字野々免、字朴手、字前沼、字

前谷地〕 

寺岡中学校 寺岡小学校通学

区域 

泉区朝日一丁目、朝日二丁目、寺岡一丁目、寺岡二丁

目、寺岡三丁目、寺岡四丁目、寺岡五丁目、寺岡六丁

目、紫山一丁目、紫山二丁目、紫山三丁目、紫山四丁

目、紫山五丁目、根白石〔字銅谷堤下、字銅谷的場、

字銅谷明神下、字銅谷屋敷、字銅谷山の一部、字原

田〕 

七北田中学校 七北田小学校通

学区域 

泉区泉中央一丁目（三～七、十三～二十二、三十四～

三十九番、五十一番の一部）、泉中央二丁目（一番、

二番の一部、八～末）、泉中央三丁目（一～十九番、

二十番の一部、二十三～末）、泉中央四丁目（三～十

番）、天神沢一丁目、天神沢二丁目、本田町、市名坂

〔字窪田、字新門前、字実相寺、字寺下、字鳥井原、

字新道、字萩清水（一、二）、字本屋敷〕、七北田〔字

駕籠沢、字白水沢（一～五十九、六十の一部、六十一

～九十五、百三、百五～百二十九）、字菅間、字菅間

官林、字七ツ沼、字二本柳、字東裏、字日野、字古内、

字朴木沢、字町、字道〕、松森〔字歩坂、字本田〕 
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市名坂小学校通

学区域 

泉区泉中央一丁目（一、二、八～十二、二十三～三十

三、四十～五十番、五十一番の一部）、泉中央四丁目

（一、二、十一～二十九番）、高玉町、友愛町、市名

坂〔字石止、字御釜田、字沖、字鹿島、字黒木川原、

字小柳、字善正寺、字高玉、字高玉川原、字塚田、字

堂林、字中川原、字中原、字中道、字楢町、字西裏、

字野蔵、字野添、字萩清水（一、二番を除く。）、字原

田、字東裏、字古川、字前沖、字町、字万吉前、字南

前、字明神、字柳清水、字山岸〕、七北田〔字赤生津、

字欠下、字堰、字古川、字柳〕 

泉区上谷刈〔字大立目屋敷、字上鶴巻、字川原、字熊ノ林、字熊ノ林下、

字下鶴巻、字舞台、字松林、字松林東、字宮沢、字宮林後、字宮林前、

字向河原〕、野村〔字館下を除く。〕 

南光台中学校 南光台小学校通

学区域 

泉区南光台一丁目、南光台二丁目、南光台三丁目（六

番の一部を除く。）、南光台四丁目（十一～二十一番）、

南光台六丁目（一～十二、三十三～三十九番）、南光

台七丁目、南光台南一丁目、八乙女三丁目（十二の一

部）、松森〔字天ケ沢、字後田の一部、字浦田、字上

河原、字河原、字斉兵衛、字坂下、字刺松、字沢目、

字新庄、字新田、字堤下、字中河原、字中道、字前ケ

沢、字前田、字明神、字八沢〕 

泉区南光台六丁目（十三～三十二、四十番）、松森字不動の一部 

南光台東中学

校 

南光台東小学校

通学区域 

泉区南光台東一丁目、南光台東二丁目、南光台東三

丁目、南光台南二丁目、南光台南三丁目、松森〔字後

沢、字下河原、字陣ケ原、字住吉、字関場、字太子堂、

字長岫、字前坂〕 
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根白石中学校 根白石小学校通

学区域 

泉区小角字柏原、西田中〔字稲荷沢、字稲荷沢西、字

稲荷沢東、字大堤、字大堤前、字加賀屋敷、字加賀屋

敷北、字上道下、字上道下中、字上道下西、字萱場、

字萱場中、字萱場東、字萱場前、字萱場向、字萱場山、

字北屋敷、字杭城山の一部、字小倉、字小倉中、字小

倉山、字作田西、字作田東、字清水沢、字新大堤、字

堰下、字動目木、字中屋敷、字中屋敷西、字並木、字

並木南、字根添、字松下、字道合、字道下、字三森山

及び国有林の一部を除く。〕、根白石〔字銅谷堤下、字

銅谷的場、字銅谷明神下、字銅谷屋敷、字銅谷山の一

部及び字原田を除く。〕、朴沢〔字草井原、字九ノ森、

字小屋、字沢、字志田中、字下田、字瀬木沢、字鷹鳥

屋、字壇ノ原（三十二及び三十五を除く。）、字中小

屋、字西小屋、字西又、字東田、字細田、字堀田沢、

字的場、字的場裏、字的場前、字山田、字山田原、字

芳ノ沢〕 

実沢小学校通学

区域 

泉区小角〔字芦沢及び字柏原を除く。〕、実沢〔字居久

根山、字入八乙女滝下、字男生山、字釜ケ沢前沢、字

釜ケ沢山、字搦目、字橘川屋敷、字木村持山堤下、字

新松山、字関場上、字堰場下、字関場屋敷、字館後、

字館沢、字館沢堤下、字館西谷地、字館前上、字館前

下、字館前中、字館屋敷、字段ノ原、字飛観音、字戸

平、字道祖神、字中山北、字中山南、字西山、字二ノ

関橋本、字萩屋敷、字萩屋敷欠下、字萩屋敷西沢、字

早坂下、字番堂山、字細椚天皇、字向山、字六堂屋敷、

字茂倉山、字餅田、字八乙女、字八乙女魚留、字八乙

女下屋敷一番、字八乙女下屋敷二番、字八乙女堰上、

字八乙女出戸、字八乙女札原、字八乙女札原下、字八

乙女前、字八乙女持山及び字八乙女屋敷を除く。〕 

福岡小学校通学

区域 

泉区西田中〔字杭城山の一部、国有林の一部〕、福岡、

朴沢〔字草井原、字九ノ森、字小屋、字沢、字志田中、

字下田、字瀬木沢、字鷹鳥屋、字檀ノ原（三十二及び

三十五を除く。）、字中小屋、字西小屋、字西又、字東

田、字細田、字堀田沢、字的場、字的場裏、字的場前、

字山田、字山田原及び字芳ノ沢を除く。〕 
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南中山中学校 南中山小学校通

学区域 

泉区南中山一丁目、南中山二丁目、南中山三丁目、南

中山四丁目、南中山五丁目、南中山六丁目、実沢〔字

中山北、字中山南〕 

北中山小学校通

学区域 

泉区北中山一丁目、北中山二丁目、北中山三丁目、北

中山四丁目、西中山一丁目、西中山二丁目、実沢〔字

男生山、字戸平、字六堂屋敷、字茂倉山、字八乙女出

戸（二）〕 

八乙女中学校 黒松小学校通学

区域 

泉区旭丘堤一丁目（二十五～二十七番）、旭丘堤二丁

目（一、四～二十九番）、上谷刈一丁目（二、三番）、

上谷刈六丁目（三番の一部）、黒松一丁目、黒松二丁

目、黒松三丁目、みずほ台（一～五、三十九～五十

二）、八乙女中央一丁目、八乙女中央二丁目、八乙女

中央三丁目、八乙女中央四丁目、八乙女中央五丁目、

上谷刈〔字窪、字鳥谷、字向原〕、七北田〔字杉ノ田、

字高柳、字堤、字念仏、字八乙女山〕 

泉区旭丘堤一丁目（一～二十四、二十八～三十番）、旭丘堤二丁目（二、

三番）、南光台三丁目（六番の一部）、南光台四丁目（一～十、二十二～

三十二番）、南光台五丁目、東黒松、八乙女一丁目、八乙女二丁目、八乙

女三丁目（十二の一部を除く。）、八乙女四丁目、七北田〔字境、字田中、

字八乙女〕、松森〔字後田の一部、字田中、字不動の一部〕 

館中学校 館小学校通学区

域 

泉区館一丁目、館二丁目、館三丁目、館四丁目、館五

丁目、館六丁目、館七丁目、小角字芦沢、実沢〔字居

久根山、字入八乙女滝下、字釜ケ沢前沢、字釜ケ沢

山、字搦目、字橘川屋敷、字木村持山堤下、字新松山、

字関場上、字堰場下、字関場屋敷、字館後、字館沢、

字館沢堤下、字館西谷地、字館前上、字館前下、字館

前中、字館屋敷、字段ノ原、字飛観音、字道祖神、字

西山、字二ノ関橋本、字萩屋敷、字萩屋敷欠下、字萩

屋敷西沢、字早坂下、字番堂山、字細椚天皇、字向山、

字餅田、字八乙女、字八乙女魚留、字八乙女下屋敷一

番、字八乙女下屋敷二番、字八乙女堰上、字八乙女出

戸（二を除く。）、字八乙女札原、字八乙女札原下、字

八乙女前、字八乙女持山、字八乙女屋敷〕、西田中字

三森山 

 


