
４　管内小・中学校一覧

(1) 大仙仙北

　 ①　小学校

教委名 番号 学 校 名 校 長 名 教 頭 名 事務職員名 学 校 所 在 地
電話番号  FAX番号

Ｅメールアドレス

大�仙�市

1 大　　曲 武藏　優紀
栗林　靖雄 林　　朋香 �〒014-0053 0187-63-1018 0187-63-1019

宮野　　勝 今野亜希子 �大曲花園町4-88 om-kyokusyo@edu.city.daisen.akita.jp

2 東�大�曲 太田　博史 仙北　和美 三浦　麻子
�〒014-0031 0187-63-1020 0187-86-0979

�大曲字下高畑81 om-higashisyo@edu.city.daisen.akita.jp

3 花����館 佐藤　厚子 福原　昭信 伊藤　順子
�〒014-0006 0187-63-1022 0187-63-1025

�花館中町1-40 om-hanasyo@edu.city.daisen.akita.jp

4 内�小�友 高橋　義衛 菅原　和仁 北嶋亜希子
�〒014-0073 0187-68-2345 0187-86-4041

�内小友字四ツ村35 om-uchisyo@edu.city.daisen.akita.jp

5 大川西根 高野　一志 田口　　倫 真坂　牧子
�〒014-0072 0187-68-3030 0187-86-4606

�大曲西根字小館20 om-nishisyo@edu.city.daisen.akita.jp

6 藤　　木 山信田　浩 藤田　　毅 遠藤　祐子
�〒014-1412 0187-65-2420 0187-86-5604

�藤木字街道下67 om-fujisyo@edu.city.daisen.akita.jp

7 四�ツ�屋 金子　徹章 板垣　　淳 大信田典子
�〒014-0102 0187-66-1513 0187-86-0723

�四ツ屋字下古道81 om-yotusyo@edu.city.daisen.akita.jp

8 角�間�川 小原　衿子 藤倉　欣浩 渋谷わか子
�〒014-1413 0187-65-2201 0187-86-5617

�角間川町字大浦町99 om-kakusyo@edu.city.daisen.akita.jp

9 神　　岡 田口　雅人 西村　隆夫 相馬　洋子
�〒019-1701 0187-72-2222 0187-72-2220

�神宮寺字神宮寺52 km-kamiokasyo@edu.city.daisen.akita.jp

10 西�仙�北 佐藤　政美 田口　穂積 佐藤佐智子
�〒019-2112 0187-75-1014 0187-75-2770

�刈和野字上ノ台322 nb-nishisensyo@edu.city.daisen.akita.jp

11 中����仙 戸嶋　藤典 伊藤由美子 島村　理香
�〒014-0207 0187-56-2318 0187-56-3288

�長野字六日町215 ns-nakasensyo@edu.city.daisen.akita.jp

12 清����水 三浦　久佳 高橋めぐみ 柴田　　晋
�〒014-0204 0187-56-3215 0187-56-4676

�清水字上大蔵86 ns-shimizusyo@edu.city.daisen.akita.jp

13 豊����川 相澤　文彦 黒澤　　勤 髙橋　育衣
�〒014-0711 0187-57-2324 0187-57-2314

�豊川字下水無47 ns-kawasyo@edu.city.daisen.akita.jp

14 豊����岡 新田　義孝 判田　久樹 八嶋　　恵
�〒014-0712 0187-57-2134 0187-57-2477

�豊岡字中荒井野29 ns-okasyo@edu.city.daisen.akita.jp

15 協　　和 今野　天美 六郷　正博 太田　靖弘
�〒019-2411 018-881-6868 018-892-3927

�協和境字岸館37 ky-kyouwasyo@edu.city.daisen.akita.jp

16 南　　外 佐々木明子 髙瀬　典穂 川本　洋美
�〒019-1826 0187-73-1800 0187-73-1802

�南外字田中田17 na-nangaisyo@edu.city.daisen.akita.jp

17 高　　梨 高橋　規子 森川　艶人 橘　　　恵
�〒014-0805 0187-62-2195 0187-62-7456

�高梨字新屋敷1 sb-takanashisyo@edu.city.daisen.akita.jp

18 横　　堀 佐藤　信夫 鈴木　　寿 寺田美保子
�〒014-0114 0187-69-2111 0187-69-3068

�福田字穴沢4 sb-yokoborisyo@edu.city.daisen.akita.jp

19 太�田�東 菅原　　潔 佐藤　　敦
※太田中職員�

兼　務

�〒019-1611 0187-89-1212 0187-89-1272

�太田町斉内字高野1-93 ot-higashisyo@edu.city.daisen.akita.jp

20 太�田�南 樫尾　春海 小松　文彦
※太田中職員�

兼　務

�〒019-1601 0187-88-2111 0187-88-2409

�太田町横沢字窪関南298 ot-minamisyo@edu.city.daisen.akita.jp

21 太�田�北 福山　新悦 菅原　　靖
※太田中職員�

兼　務

�〒019-1605 0187-88-2112 0187-88-1952

�太田町国見字国見田115 ot-kitasyo@edu.city.daisen.akita.jp

仙�北�市

22 角�　�館 浦山英一郎 藤田　　寿 鈴木　道幸
�〒014-0378 0187-55-2188 0187-55-2189

�角館町西野川原56-1 kakusho@sc.city.semboku.akita.jp

23 中����川 髙橋　雅己 小松　晴夫 佐藤　篤子
�〒014-0346 0187-53-2286 0187-53-2338

�角館町川原中道41 nakasho@sc.city.semboku.akita.jp

24 白����岩 上田　　満 藤島　宏明 鈴木　香織
�〒014-0302 0187-53-2482 0187-53-2533

�角館町白岩新西野162 shirasho@sc.city.semboku.akita.jp
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教委名 番号 学 校 名 校 長 名 教 頭 名 事務職員名 学 校 所 在 地
電話番号  FAX番号

Ｅメールアドレス

仙�北�市

25 生�保�内 加藤　勝則 青谷　千里 木元　香苗
�〒014-1201 0187-43-0243 0187-43-0247

�田沢湖生保内字武蔵野111 obosho2@sc.city.semboku.akita.jp

26 神　　代 照井　政裕 熊谷留美子 澁谷　久徳
�〒014-1114 0187-44-2115 0187-44-2116

�田沢湖神代字珍重屋敷48 jinsho@sc.city.semboku.akita.jp

27 西�明�寺 冨樫弥恵子 佐々木　通
※西明寺中職員�

兼　務

�〒014-0515 0187-47-2233 0187-47-2213

�西木町門屋字六本杉6 saisho@sc.city.semboku.akita.jp

28 桧�木�内 門脇　伸子 戸嶋　和人
※西明寺中職員�

兼　務

�〒014-0602 0187-48-2323 0187-48-2372

�西木町桧木内字高屋110 hinosho@sc.city.semboku.akita.jp

美�郷�町�

29 六����郷 木村百合子 小西　裕之 藤王　　修
�〒019-1404 0187-84-1009 0187-84-1409

�六郷字赤城1 650est01@obako.or.jp

30 千　　畑 髙橋　正規 髙橋ひろみ 髙橋　和江
�〒019-1541 0187-85-2211 0187-85-2215

�土崎字上野乙1-4 sht8es@obako.or.jp

31 仙　　南 下田　　亮 星野　友実 後藤　祐樹
�〒019-1234 0187-83-2211 0187-83-2600

�飯詰字轌町26-1 sennan-js@vesta.ocn.ne.jp

　 ②　中学校

教委名 番号 学 校 名 校 長 名 教 頭 名 事務職員名 学 校 所 在 地
電話番号  FAX番号

Ｅメールアドレス

大�仙�市

1 大　　曲 沢屋　隆世
畠山　　仁 髙橋　　保 �〒014-0016 0187-63-2222 0187-63-2221

小松　　完 堀　奈緒子 �若竹町7-17 om-kyokutyu@edu.city.daisen.akita.jp

2 大�曲�西 築地　　高 西野　美佳 今野　賢之
�〒014-0073 0187-68-2222 0187-68-2015

�内小友字中沢176-1 om-nishityu@edu.city.daisen.akita.jp

3 大�曲�南 西鳥羽　裕 坂本　晋平 佐藤　盛正
�〒014-1412 0187-65-2001 0187-65-2051

�藤木字上野中70-2 om-minamityu@edu.city.daisen.akita.jp

4 平　　和 佐藤　嘉弘 本堂　　智 今野　温子
�〒019-1701 0187-72-2211 0187-72-2227

�神宮寺字荒屋20 km-heityu@edu.city.daisen.akita.jp

5 西�仙�北 千葉　雅一 市川真喜子 阿部　智也
�〒019-2112 0187-75-1108 0187-75-2735

�刈和野字田中蟻塚12 nb-nishisentyu@edu.city.daisen.akita.jp

6 中　　仙 今野　敏行 渡部　政仁 高橋　理彦
�〒014-0207 0187-56-2328 0187-56-4657

�長野字新山5-1 ns-nakasentyu@edu.city.daisen.akita.jp

7 豊　　成 藤原　修悦 石川　真一 藤原　茂幸
�〒014-0712 0187-57-2040 0187-57-2451

�豊岡字杉ヶ崎57 ns-hoseityu@edu.city.daisen.akita.jp

8 協　　和 栗谷川　学 村井　史人 武藤　和磨
�〒019-2411 018-892-3025 018-892-3209

�協和境字岸館90 ky-kyoutyu@edu.city.daisen.akita.jp

9 南　　外 三浦　健誠 和田　英範 田中伊知子
�〒019-1866 0187-73-1231 0187-73-1232

�南外字赤平台野19-1 na-nantyu@edu.city.daisen.akita.jp

10 仙　　北 伊藤　　晃 小松　　満 藤田　　修
�〒014-0113 0187-69-2113 0187-69-3262

�堀見内字西福嶋29 sb-hokutyu@edu.city.daisen.akita.jp

11 太　　田 後藤　　宏 鈴木　利浩
田松　澄子 �〒019-1613 0187-88-2211 0187-88-2212

半田　武伸 �太田町太田字新田田尻76 ot-otatyu@edu.city.daisen.akita.jp

仙�北�市

12 角　　館 山本　暢三 渡邉　朋哉 草薙　　篤
�〒014-0347 0187-53-2411 0187-53-2420

�角館町小勝田小倉前73 kakucyu@sc.city.semboku.akita.jp

13 生�保�内 佐々木正芳 佐藤　公則 高貝　　優
�〒014-1201 0187-43-1181 0187-43-3632

�田沢湖生保内字武蔵野105-1 obochu@sc.city.semboku.akita.jp

14 神　　代 木元　　哲 藤島　光明 藤原　香織
�〒014-1114 0187-44-2110 0187-44-3794

�田沢湖神代字野中清水244 jinchujh@sc.city.semboku.akita.jp

15 西�明�寺 布谷　英司 田口　裕文
佐川　広明 �〒014-0512 0187-47-2626 0187-47-2633

草彅　　馨 �西木町上荒井字上橋元280-1 saichu@sc.city.semboku.akita.jp

16 桧�木�内 梁田　一史 鈴木　良二
※西明寺中職員�

兼　務

�〒014-0602 0187-48-2330 0187-48-2366

�西木町桧木内字高屋2-3 hinochu@sc.city.semboku.akita.jp

美�郷�町 17 美　　郷 千田　寿彦 高階　勝巳
佐藤　弘康 �〒019-1404 0187-84-2020 0187-84-1424

髙橋　公子 �六郷字作山13-3 misatojh@obako.or.jp
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(2) 横　手

　 ①　小学校

教委名 番号 学 校 名 校 長 名 教 頭 名 事務職員名 学 校 所 在 地
電話番号  FAX番号

Ｅメールアドレス

横�手�市

1 横�手�南 佐藤　　稔 石井　信恵 柴田　順子
�〒013-0015 0182-32-1051 0182-33-7566

�羽黒町4-36 yokoteminamisho@yokote-edu.jp

2 朝　　倉 内藤　佳史 永沢　　豊 佐々木美保
�〒013-0008 0182-32-6070 0182-33-7561

�睦成字碇185 asakurasho@yokote-edu.jp

3 旭 七尾　　博 佐藤　輝子 細谷　里佳
�〒013-0064 0182-36-1020 0182-33-7423

�赤坂字城野岡222 asahisho@yokote-edu.jp

4 栄 高橋　　均 古関　　栄 安倍　香理
�〒013-0052 0182-33-5210 0182-33-7565

�大屋寺内字長谷下6-3 sakaesho@yokote-edu.jp

5 横�手�北 石川　　淳 小松　英昭 佐々木千晶
�〒013-0071 0182-23-6543 0182-33-8777

�八幡字下長田50 yokotekitasho@yokote-edu.jp

6 増　　田 嶋田　浩一 小坂　靖尚 仲川　直子
�〒019-0701 0182-45-2014 0182-45-4090

�増田町増田字土肥館141 masudasho@yokote-edu.jp

7 浅　　舞 髙橋　玲子 富永　浩之 松渕　幸子
�〒013-0105 0182-24-1140 0182-24-1102

�平鹿町浅舞字八幡小路18 asamaisho@yokote-edu.jp

8 吉　　田 髙瀨　　聡 小松　　亨 大和谷恵美
�〒013-0101 0182-24-1160 0182-24-1103

�平鹿町上吉田字大道88-3 yoshidasho@yokote-edu.jp

9 醍　　醐 北條　　保 小野　　昇 細井　千晶
�〒013-0102 0182-25-4204 0182-25-4205

�平鹿町醍醐字大橋7 daigosho@yokote-edu.jp

10 雄�物�川 瀬田川　仁 小椋　千鶴 齋藤　昭則
�〒013-0205 0182-22-2800 0182-22-2830

�雄物川町今宿字鳴田35 omonogawasho@yokote-edu.jp

11 大　　森 藤田　睦代 木村　昭彦 佐藤　睦子
�〒013-0533 0182-26-2048 0182-56-4005

�大森町字中田1-4 omorisho@yokote-edu.jp

12 十文字第一 江畑　　譲 銭谷　郁雄 細川美和子
�〒019-0523 0182-42-1020 0182-42-4700

�十文字町字十文字48 jumonjidaiichisho@yokote-edu.jp

13 十文字第二 小野　　讓 佐藤　　護 米山　祐子
�〒019-0508 0182-42-1025 0182-42-4701

�十文字町十五野新田字増田道東19 jumonjidainisho@yokote-edu.jp

14 植　　田 島田　　誠 今村　　聡 竹澤　��恵
�〒019-0513 0182-44-3321 0182-44-5201

�十文字町植田字忍ノ沢14-4 uedasho@yokote-edu.jp

15 睦　　合 菅　　雅彦 小山　正美 阿部　葉子
�〒019-0514 0182-44-3322 0182-44-5202

�十文字町睦合字宿屋布36 mutsuaisho@yokote-edu.jp

16 山　　内 村上　智子 菅原　良文 松本　一美
�〒019-1108 0182-53-2207 0182-53-2263

�山内土渕字菅生37-1 sannaisho@yokote-edu.jp

17 大　　雄 佐藤　克己 菊池　　元 小山絵利子
�〒013-0348 0182-52-3105 0182-52-2955

�大雄字田根森50 taiyusho@yokote-edu.jp

　 ②　中学校

教委名 番号 学 校 名 校 長 名 教 頭 名 事務職員名 学 校 所 在 地
電話番号  FAX番号

Ｅメールアドレス

横�手�市

1 横�手�南 鈴木　　康 若松　昌平
高橋　祥子 �〒013-0064 0182-32-3108 0182-33-7568

佐々木真由美 �赤坂字郷士館32-1 yokoteminamichu@yokote-edu.jp

2 横�手�北 鈴木　雄幸 谷口　　均
大塚美智子 �〒013-0075 0182-38-8600 0182-32-2210

藤谷　裕子 �静町字鶴田37 yokotekitachu@yokote-edu.jp

3 増　　田 菊池　康明 小田嶋信也 山田　和男
�〒019-0701 0182-45-2350 0182-45-2420

�増田町増田字若松27 masudachu@yokote-edu.jp

4 平　　鹿 髙橋��成浩 笹山　洋希 猪岡　延泰
�〒013-0105 0182-24-0075 0182-24-0076

�平鹿町浅舞字一関向3-1 hirakachu@yokote-edu.jp

5 横手明峰 土田　　充 佐藤　健司
小松　正典 �〒013-0415 0182-38-8500 0182-52-3901

坂田美久子 �大雄字藤巻西10 yokotemeihochu@yokote-edu.jp

6 十�文�字 佐藤　宣延 山本　伸洋 柴田　吉智
�〒019-0508 0182-42-1030 0182-42-4702

�十文字町十五野新田字梨木境134-1 jumonjichu@yokote-edu.jp
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(3) 湯沢雄勝

　 ①　小学校

教委名 番号 学 校 名 校 長 名 教 頭 名 事務職員名 学 校 所 在 地
電話番号  FAX番号

Ｅメールアドレス

湯�沢�市

1 湯�沢�東 近野　良浩 大石　照彦 古屋　　拓
�〒012-0803 0183-72-5125 0183-72-5126

�杉沢新所字八斗場33 yhigashies@city.yuzawa.lg.jp

2 湯�沢�西 近藤　幸一 寺田　玲子 福井　博美
�〒012-0043 0183-72-5150 0183-72-2681

�字万石26 ynishies@city.yuzawa.lg.jp

3 三　　関 榎本　　達 土田　裕志 小嶋　典子
�〒012-0862 0183-73-2926 0183-73-8800

�関口字堀量68 mitsusekies@city.yuzawa.lg.jp

4 山　　田 髙橋　悦美 皆川　知子 高橋　晶子
�〒012-0055 0183-73-3016 0183-72-3834

�山田字土生原52 yamadaes@city.yuzawa.lg.jp

5 須　　川 武石　正孝 布目　京子 斉藤　鈴加
�〒019-0402 0183-79-2521 0183-58-6020

�相川字須川119-7 sukawaes@city.yuzawa.lg.jp

6 稲　　庭 阿部　　桂 木口　昌也
※稲川中職員�

兼　務

�〒012-0107 0183-43-2002 0183-43-2134

�稲庭町字琵琶倉24 inaniwaes@city.yuzawa.lg.jp

7 三　　梨 渡部　　剛 阿部　　聡
※稲川中職員�

兼　務

�〒012-0106 0183-42-2503 0183-42-2603

�三梨町字清水小屋244 mitsunashies@city.yuzawa.lg.jp

8 川　　連 高橋　　満 伊藤　　武
※稲川中職員�

兼　務

�〒012-0105 0183-42-2501 0183-42-2601

�川連町字道下86 kawatsuraes@city.yuzawa.lg.jp

9 駒　　形 近田　浩治 佐藤　　隆
※稲川中職員�

兼　務

�〒012-0104 0183-42-2502 0183-42-2602

�駒形町字三又前田面47-4 komagataes@city.yuzawa.lg.jp

10 雄　　勝 中川　一志 遠田　　学 林崎　悦子
�〒019-0204 0183-52-5515 0183-52-5505

�横堀字板橋5 ogachies@city.yuzawa.lg.jp

11 皆　　瀬 佐藤　雅彦 佐々木雅裕 小塚　　誠
�〒012-0183 0183-58-4080 0183-58-4081

�皆瀬字下菅生27 minasees@city.yuzawa.lg.jp

羽�後�町

12 西馬音内 髙橋　　徹 井上　英樹 小棚木和彦
�〒012-1131 0183-62-1768 0183-62-1702

�西馬音内字祭ノ神19 baon@yutopia.or.jp

13 三　　輪 鎌田　　功 佐々木　修 安倍　直見
�〒012-1123 0183-62-1216 0183-62-1295

�貝沢字拾三本塚7 miwasho@yutopia.or.jp

14 羽後明成 鈴木　隆博 三浦　秀巳 平塚　　淳
�〒012-1115 0183-62-2235 0183-62-2281

�足田字大谷地223 ugomeisei@yutopia.or.jp

15 高　　瀬 阿部　洋一 佐藤　久志 城　由紀子
�〒012-1241 0183-67-2323 0183-67-2919

�田代字畑中45 takase@yutopia.or.jp

東成瀬村 16 東�成�瀬 加藤　久夫 佐々木雅子 奥　　共子
�〒019-0801 0182-47-2313 0182-47-2380

�田子内字上野8 higashinaruse-es@bz03.plala.or.jp

　 ②　中学校

教委名 番号 学 校 名 校 長 名 教 頭 名 事務職員名 学  校  所  在  地
 電話番号 FAX番号

Ｅメールアドレス

湯�沢�市

1 湯�沢�北 加賀　　徹 佐藤　好和 佐藤　武範
�〒012-0803 0183-72-5127 0183-72-5128

�杉沢新所字八斗場33 ykitajhs@city.yuzawa.lg.jp

2 山　　田 柴田　浩義 大沼　由和 横山　道代
�〒012-0055 0183-73-3017 0183-72-3017

�山田字下舘10 yamadajhs@city.yuzawa.lg.jp

3 湯�沢�南 武石　　睦 神林　雅紀
柴田　宏二 �〒012-0867 0183-73-5145 0183-72-1184

樋口奈緒子 �南台6-1 yminamijhs@city.yuzawa.lg.jp

4 稲　　川 山崎　　守 阿部　信二
山田　　真�
新山　信征�
山田瑠美子

�〒012-0106�

�三梨町字間明田140

0183-42-2160 0183-42-2161

inakawajhs@city.yuzawa.lg.jp

5 雄　　勝 高橋　清隆 髙橋　俊英 次田　吉明
�〒019-0204 0183-52-2375 0183-52-2314

�横堀字板橋5 ogachijhs@city.yuzawa.lg.jp

6 皆　　瀬 富谷　祥彦 黒谷　　桂 栗田　真二
�〒012-0183 0183-46-2003 0183-46-2842

�皆瀬字下菅生24-1 minasejhs@city.yuzawa.lg.jp

羽�後�町 7 羽　　後 木村　篤子 沼倉　信之
小林　直樹 �〒012-1100 0183-62-1144 0183-62-1145

福井加奈子 �字雄勝野1 ugojhs@yutopia.or.jp

東成瀬村 8 東�成�瀬 大沼　一義 伊藤　秀樹 佐々木優子
�〒019-0801 0182-47-2155 0182-47-2245

�田子内字上林18 higashinaruse-jhs@bz03.plala.or.jp

(4) 県立学校

学校名 校 長 名 教 頭 名 事務職員名 学  校  所  在  地
 電話番号 FAX番号

Ｅメールアドレス

横手清陵学院中学校 信田　正之 珍田　良浩 藤井　智也
�〒013-0041 0182-35-4033 0182-35-4034

�横手市大沢字前田147-1 yokoteseiryoukoutougakkou@pref.akita.lg.jp
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