
中学校の沿革

【一関地区】

創立年 創立時の設置経過等 閉校年 統合先

昭和22年 学制改革により創立

平成27年 山目中学校と中里中学校が統合

山目中学校 昭和22年 学制改革により創設 平成27年 磐井中学校

中里中学校 昭和22年 学制改革により創立 平成27年 磐井中学校

平成20年 真滝中学校と弥栄中学校が統合

真滝中学校 昭和22年 学制改革により創立 平成20年 一関東中学校

弥栄中学校 昭和22年 学制改革により創立 平成20年 一関東中学校

昭和26年
昭和26年11月創立。狐禅寺中学校を廃止、桜町中学校学
区に入る。昭和34年学区変更により上の橋以北を編入

昭和45年 萩荘第一中学校と萩荘第二中学校が統合

萩荘第一中学校 昭和22年 学制改革により創立 昭和45年 萩荘中学校

萩荘第二中学校 昭和22年
学制改革により創立。昭和27年達古袋分校が萩荘村立達
古袋中学校として独立

昭和45年 萩荘中学校

昭和49年 旧厳美中学校、山谷中学校、達古袋中学校が統合

(旧)厳美中学校 昭和22年
学制改革により厳美村立厳美第一中学校として創立。昭和
25年4月厳美村立厳美中学校に改称

昭和49年 厳美中学校

山谷中学校 昭和22年
学制改革により厳美第一中学校山谷分校として設置。昭和
25年3月厳美村立山谷中学校として独立

昭和49年 厳美中学校

達古袋中学校 昭和22年
学制改革により萩荘村立第二中学校として設立。昭和27年
3月萩荘村立達古袋中学校として独立。小学校との併設中
学校となる

昭和49年 厳美中学校

昭和22年
学制改革により厳美村立第二中学校として創立、昭和25年
本寺中学校に改称。昭和51年3月祭畤冬季分校閉校

昭和22年 学制改革により創設、昭和27年相川・舞草分教室を廃止

本寺中学校

舞川中学校

学校名

一関中学校

磐井中学校

一関東中学校

桜町中学校

萩荘中学校

厳美中学校



【花泉地区】

創立年 創立時の設置経過等 閉校年 統合先

平成17年 花泉北中学校と花泉南中学校が統合

昭和40年
旧花泉中学校、油島中学校、老松中学校、日形中学
校、金沢中学校が統合、昭和45年4月　涌津中学校統
合

平成17年 花泉中学校

(旧)花泉中学校 昭和22年 学制改革により設置 昭和40年 花泉北中学校

老松中学校 昭和22年 学制改革により設置 昭和40年 花泉北中学校

油島中学校 昭和22年 学制改革により設置 昭和40年 花泉北中学校

日形中学校 昭和22年 学制改革により設置 昭和40年 花泉北中学校

金沢中学校 昭和22年 学制改革により設置 昭和40年 花泉北中学校

涌津中学校 昭和22年 学制改革により設置 昭和45年 花泉北中学校

昭和45年 永井中学校より校名改称 平成17年 花泉中学校

永井中学校 昭和22年 学制改革により設置 昭和45年

【大東地区】

創立年 創立時の設置経過等 閉校年 統合先

昭和22年

学制改革により創立、昭和23年1月内野分校開校、昭和
44年曽慶中学校の一部を統合、大原・内野・曽慶各校
舎設置、昭和46年4月新校舎設置、実質統合。平成17
年1月曽慶地区全域学区外（大東中学校区）となる

昭和32年
摺沢中学校と渋民中学校が統合、昭和44年4月曽慶中
学校の一部を統合。平成17年1月曽慶全域、大東中学
校区となる

昭和22年
曽慶小学校の一部を借用し、渋民中学校曽慶分室を設
置。昭和23年8月昇格し曽慶中学校として、同地内に新
築中の独立校舎が落成・移転

昭和46年
大原中学校、
大東中学校

昭和22年 学制改革により創立 平成26年 大東中学校

昭和22年
学制改革により創立、中川・天狗田・丑石の分教室を設
置。昭和25年8月新校舎落成に伴い分教室廃止。昭和
41年冬季分校廃止

学校名

大原中学校

大東中学校

曽慶中学校

猿沢中学校

学校名

花泉南中学校

花泉中学校

花泉北中学校

興田中学校



【千厩地区】

創立年 創立時の設置経過等 閉校年 統合先

平成12年 旧千厩中学校、奥玉中学校、小梨中学校が統合

昭和22年
学制改革により創立、昭和36年磐清水中学校、清田中
学校を統合

平成12年 千厩中学校

昭和22年 学制改革により創立 平成12年 千厩中学校

昭和22年 学制改革により創立 平成12年 千厩中学校

【東山地区】

創立年 創立時の設置経過等 閉校年 統合先

昭和43年 長坂中学校、田河津中学校、松川中学校が統合

昭和22年 長坂小学校の一部を仮用し長坂中学校創設 昭和43年 東山中学校

昭和22年 田河津小学校の一部を仮用、田河津中学校創設 昭和43年 東山中学校

昭和22年 松川小学校の一部を仮用、松川中学校創設 昭和43年 東山中学校

【室根地区】

創立年 創立時の設置経過等 閉校年 統合先

昭和46年 折壁中学校、津谷川中学校、矢越中学校が統合

昭和22年 折壁村立折壁中学校創立 昭和46年 室根中学校

昭和24年 大津保村立津谷川中学校創立 昭和46年 室根中学校

昭和22年 矢越村立矢越中学校創立 昭和46年 室根中学校

【川崎地区】

創立年 創立時の設置経過等 閉校年 統合先

昭和37年 薄衣中学校と門崎中学校が統合

昭和22年 薄衣村立薄衣中学校開校 昭和37年 川崎中学校

昭和22年 門崎村立門崎中学校開校 昭和37年 川崎中学校

(旧)千厩中学校

奥玉中学校

小梨中学校

学校名

東山中学校

長坂中学校

田河津中学校

松川中学校

学校名

川崎中学校

薄衣中学校

門崎中学校

学校名

室根中学校

折壁中学校

津谷川中学校

矢越中学校

学校名

千厩中学校



【藤沢地区】

創立年 創立時の設置経過等 閉校年 統合先

平成16年 旧藤沢中学校と黄海中学校が統合

昭和44年
旧藤沢･八沢･保呂羽･大籠の4中学校を統合し藤沢中
学校と称す

平成16年 藤沢中学校

(旧々)藤沢中学校 昭和22年 新学制発足により、藤沢町立藤沢中学校を創設 昭和44年 (旧)藤沢中学校

大籠中学校 昭和31年
3月26日付藤沢町立大籠中学校を設置する。独立により
大津保中学校は廃校

昭和44年 (旧)藤沢中学校

新学制発足により、大津保村立大津保中学校として設
置

昭和30年8月大津保中学校は所在地を移し、新校舎落
成。保呂羽分校を置く

昭和31年4月　昭和31年3月26日付教育長通達により独
立校に昇格し、保呂羽中学校となる。大津保中学校は
廃校

八沢中学校 昭和22年 新学制発足により、八沢村立八沢中学校を開設 昭和44年 (旧)藤沢中学校

昭和22年 新学制発足により、黄海村立黄海中学校を創設 平成16年 藤沢中学校

曲田中学校 昭和28年

昭和25年4月黄海村立黄海中学校曲田分校開校。昭和
28年7月黄海村立曲田中学校に名称変更。昭和37年6
月藤沢町立黄海中学校曲田校舎に変更し、曲田中学
校は廃校

昭和37年 黄海中学校

昭和22年 昭和44年 (旧)藤沢中学校

黄海中学校

学校名

藤沢中学校

(旧)藤沢中学校

保呂羽中学校

※１　各欄は、昭和36年以降に存在した学校となっています。
　２　昭和36年以前に統合となった学校は、統合校の設立時の設置経過等に記載しています。
　３　分校の統合（廃止）については、本校の創設時の経過等に記載しています。
　４　明治16年の小学校令に基づく改称（尋常小学校、高等小学校への改称）、昭和16年の国民学校令に基
　　　づく改称（国民学校への改称）は省略しています。


