
県立高等学校

学 校 名 校　 長　 名 郵便番号 所　　在　　地
全日 定時

宮崎大宮 押   方　　　修 普文 880-0056  宮崎市神宮東１丁目  0985 (22)5191

　　　　　　　　 3-10
宮 崎 東 長谷川　岳　洋 普 880-0056 　 〃　神宮東１丁目  0985 (24)3405

(普) 　　　　　　　　 2-42
宮崎工業 長　友　健　祐 工 工 880-8567 　 〃　天満町9-1  0985 (51)7231

(51)1054

宮崎商業 田　代　晃　一 商 880-0023 　 〃　和知川原３丁目  0985 (22)8218

　　　　　　　　　 24
宮崎農業 奥　村　昌　美 農家 880-0916 　 〃　大字恒久春日田  0985 (51)2814

 　　　　　　　　1061
宮 崎 南 富　髙　啓　順 普フ 880-0926 　 〃　月見ヶ丘５丁目  0985 (51)2314

　　　　　　　　　2-1
宮崎海洋 持　永　一　美 水 880-0856 　 〃　日ノ出町1  0985 (22)4115

宮 崎 西 谷　口　彰　規 普理 880-0951 　 〃　大塚町柳ヶ迫  0985 (48)1021

　　　　　3975番地2
宮 崎 北 鬼　束　雅　史 普サ 880-0124 　 〃　大字新名爪4567  0985 (39)1288

佐 土 原 萩　尾　英　司 工 880-0211 　 〃　佐土原町  0985 (73)5657

  　　　　下田島21567
本　　庄 田　平　裕　三 総 880-1101  東諸県郡国富町大字  0985 (75)2049

　　　　　　 本庄5071
日　　南 坂　元　教　久 普 889-2533  日南市大字星倉5800  0987 (25)1669

日南振徳 山　下　　　勉 農工 889-2532  日南市大字板敷410  0987 (25)1107

商福
福　　島 那　須　雅　博 普 888-0001  串間市大字西方4015  0987 (72)0049

都城泉ヶ丘 久保田　一　史 普理 普商 885-0033  都城市妻ヶ丘町27-15  0986 (23)0223

都城農業 萩　原　浩　二 農 885-0019 　 〃　祝吉１丁目5-1  0986 (22)4280

都城商業 大　脇　光　徳 商 885-0053 　 〃　上東町31-25  0986 (22)1758

都城工業 香　川　健　二 工 885-0084 　 〃　五十町2400  0986 (22)4349

都 城 西 荒　武　邦　好 普フ 885-0094 　 〃　都原町3405  0986 (23)1904

高　　城 西國原　総　代 普家 885-1298 　 〃　高城町穂満坊  0986 (58)2330

156
小　　林 永　倉　英　了 普 886-8505  小林市真方124  0984 (23)4164

小林秀峰 黒　木　　　篤 農工 886-8506 　 〃　水流迫664-2  0984 (23)2252

商福

飯　　野 間　曽　妙　子 普家 889-4301  えびの市大字原田3068  0984 (33)0300

妻 三　浦　正　貴 普福 881-0003  西都市大字右松2330  0983 (43)0005

商

高　　鍋 篠　田　俊　彦 普探 884-0002  児湯郡高鍋町大字  0983 (23)0005

家  　　　　　北高鍋4262

高鍋農業 奥　平　博　徳 農 884-0006 　 〃　高鍋町大字上江  0983 (23)0002

 　　　　　　　1339-2

延　　岡 澁　谷　好　一 普メ 882-0837  延岡市古城町３丁目  0982 (32)5331

　　　　　　　　　233

延岡青朋 梅　津　政　俊 普商 882-0866 　 〃　平原町２丁目  0982 (33)4980

(普)  　　　　　　　2618-2

延岡工業 山　内　武　幸 工家 882-0863 　 〃　緑ヶ丘１丁目  0982 (33)3323

　　　　　　　　　8-1

延岡商業 堀　切　康　博 商 882-0007  延岡市桜ヶ丘３丁目  0982 (32)6348

 　　　　　　　　7122

※　定時制の学科の（　　）内は、通信制の学科である。

電話番号

令和４年度県立高校名・所在地等一覧

学 科 名



学 校 名 校　 長　 名 郵便番号 所　　在　　地
全日 定時

延岡星雲 西　依　　　功 普フ 882-0023  延岡市牧町4722  0982 (31)2491

富　　島 小　川　晴　彦 商家 商 883-0052  日向市鶴町３丁目1-43  0982 (52)2158

(52)4075

日向工業 若　林　繁　幸 工 883-0022 　 〃　大字平岩8750  0982 (57)1411

日　　向 吉　玉　　　拓 普フ 883-0021 　 〃　大字財光寺比良  0982 (54)3400

　　　　　　　　 6265

門　　川 村　社　貞　利 総福 889-0611  東臼杵郡門川町大字  0982 (63)1336

 　　　　門川尾末2680

高 千 穂 佐　伯　浩　美 普農 882-1101  西臼杵郡高千穂町大字  0982 (72)3111

商 　　　 　　三田井1234

県立中等教育学校

学　校　名 校　 長　 名 郵便番号 所　　在　　地

五 ヶ 瀬 平　　　和　正 882-1203 西臼杵郡五ヶ瀬町大字  0982 (82)1255

三ヶ所9468-30

県立特別支援学校

学　校　名 校　 長　 名 郵便番号 所　　在　　地

明 星 視 覚 矢　野　恭　子 880-0121 宮崎市大字島之内1390  0985 (39)1021

都城さくら聴覚 宮　竹　恵　理 885-0094 都城市都原町7430  0986 (22)0685

みやざき中央 酒　井　裕　市 880-0121 宮崎市大字島之内2100  0985 (39)1633

赤江まつばら 肱　岡　憲　吾 880-0911 　〃　大字田吉  0985 (56)0655

　　　　　　 4977-371

みなみのかぜ 仲　家　　　孝 889-1601 　〃　清武町木原  0985 (85)7851

 　　　　　　　4257-6

日南くろしお 堀　　　　　克 887-0034 日南市大字風田4030  0987 (23)9212

都城きりしま 種子田　　　保 885-0092 都城市南横市町7097-2  0986 (25)1878

日向ひまわり 山　腰　美穂子 883-0033 日向市大字塩見12161  0982 (54)9610

児湯るぴなす 山　尾　典　子 889-1401 児湯郡新富町大字日置  0983 (33)4207

　　　　　　　 1297

清武せいりゅう 松　田　律　子 889-1601 宮崎市清武町木原  0985 (85)6641

 　　　　　　4257-9

延岡しろやま 出　水　悌　二 882-0802 延岡市野地町3丁目  0982 (29)3715

 　　　　　　　3477-2

延岡しろやま 〃 882-1101 西臼杵郡高千穂町大字  0982 (73)1077

高千穂校 三田井1234

小林こすもす 菅　　　竜　朗 886-0001 小林市東方3216  0984 (23)5177

886-0001 小林市東方3094-2 (23)8887

886-0007 小林市真方124 (24)5508
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