
「ここに学校があった　第2編　－統合・閉校の記録」収録校一覧（掲載順）

高千穂町立 向山北小学校 日向市立 平岩小学校鵜毛分校 小林市立 鳥田町小学校

高千穂町立 向山南小学校 日向市立 福瀬小学校 小林市立 内山小学校

高千穂町立 五ヶ所小学校 日向市立 越表小学校 小林市立 内山中学校

高千穂町立 上岩戸小学校 日向市立 坪谷中学校 えびの市立 飯野小学校高野分校

高千穂町立 向山中学校 門川町立 西門川小学校松瀬分校 えびの市立 上江小学校霧島分校

日之影町立 大菅小学校 美郷町立 神門小学校 えびの市立 西内竪小学校

日之影町立 小原小学校 美郷町立 鬼神野小学校 えびの市立 真幸小学校内竪分校

日之影町立 見立小学校 美郷町立 渡川小学校

日之影町立 八戸中学校 美郷町立 水清谷小学校

日之影町立 鹿川中学校 美郷町立 小八重小学校 都城市立 四家小学校

日之影町立 高松中学校 南郷村立 渡川中学校 都城市立 四家中学校

五ヶ瀬町立 桑野内小学校 美郷町立 山瀬小学校

西郷村立 山瀬小学校長崎分校

諸塚村立 立岩小学校 日南市立 吉野方小学校

延岡市立 須美江小学校 椎葉村立 仲塔小学校 日南市立 潮小学校

延岡市立 北方小学校 椎葉村立 鹿野遊小学校 北郷町立 黒荷田小学校

延岡市立 城小学校 椎葉村立 栂尾小学校

延岡市立 美々地小学校 椎葉村立 松尾中学校

延岡市立 三椪小学校 宮崎県立 延岡西高等学校

延岡市立 下赤小学校 宮崎県立 延岡東高等学校

延岡市立 瀬口小学校 新富町立 富田小学校追分分校 宮崎県立 延岡ととろ聴覚支援学校

延岡市立 松葉小学校 西米良村立 越野尾小学校 （延岡ろう学校）

延岡市立 北浦小学校宮之浦分校 木城町立 石河内小学校 宮崎県立 延岡わかあゆ支援学校

延岡市立 熊野江中学校 木城町立 中之又小学校 （延岡養護学校）

延岡市立 浦城中学校 宮崎県立 延岡たいよう支援学校

北方町立 下鹿川小学校 （延岡南養護学校）

北方町立 上鹿川小学校 宮崎市立 鹿村野小学校 宮崎県立 小林工業高等学校

北川町立 祝子川小学校 宮崎市立 去川小学校 宮崎県立 小林商業高等学校

北川町立 松葉中学校 国富町立 北俣小学校 宮崎県立 高原高等学校

北川町立 祝子川中学校 国富町立 深年小学校 宮崎県立 日南農林高等学校

北川町立 下赤中学校 宮崎県立 日南工業高等学校

北川町立 瀬口中学校 宮崎県立 日南振徳商業高等学校

※平成元年以降、統合閉校した学校を収録 ※閉校当時の設置者

宮崎・東諸県地区

西都・児湯地区

県立学校

西臼杵地区

延岡地区

日向・東臼杵地区

日南・串間地区

都城・北諸県地区

小林・えびの・西諸県地区



「ここに学校があった　－平成の統合・閉校の記録　校歌集」収録校一覧（収録順）

高千穂町立 向山北小学校 日向市立 福瀬小学校

高千穂町立 向山南小学校 日向市立 越表小学校 西米良村立 越野尾小学校

高千穂町立 五ヶ所小学校 日向市立 坪谷中学校 西米良村立 小川小学校

高千穂町立 上岩戸小学校 美郷町立 神門小学校 西米良村立 小川中学校

高千穂町立 向山中学校 美郷町立 鬼神野小学校 木城町立 石河内小学校

日之影町立 大菅小学校 美郷町立 渡川小学校 木城町立 中之又小学校

日之影町立 小原小学校 美郷町立 水清谷小学校 宮崎市立 鹿村野小学校

日之影町立 見立小学校 美郷町立 小八重小学校 宮崎市立 去川小学校

日之影町立 見立中学校 南郷村立 渡川中学校 宮崎市立 鏡洲中学校

日之影町立 八戸中学校 美郷町立 山瀬小学校 国富町立 北俣小学校

日之影町立 鹿川中学校 諸塚村立 立岩小学校 国富町立 深年小学校

日之影町立 高松中学校 椎葉村立 仲塔小学校 小林市立 鳥田町小学校

五ヶ瀬町立 桑野内小学校 椎葉村立 鹿野遊小学校 小林市立 内山小学校

椎葉村立 栂尾小学校 小林市立 内山中学校

椎葉村立 松尾中学校 えびの市立 西内竪小学校

延岡市立 須美江小学校 都城市立 四家小学校

延岡市立 安井小学校 都城市立 四家中学校

延岡市立 北方小学校 宮崎県立 延岡西高等学校 日南市立 吉野方小学校

延岡市立 城小学校 宮崎県立 延岡東高等学校 日南市立 潮小学校

延岡市立 美々地小学校 宮崎県立 延岡ととろ聴覚支援学校 北郷町立 黒荷田小学校

延岡市立 三椪小学校 （延岡ろう学校） 串間市立 赤池小学校

延岡市立 熊野江中学校 宮崎県立 延岡わかあゆ支援学校

延岡市立 浦城中学校 （延岡養護学校）

北方町立 下鹿川小学校 宮崎県立 延岡たいよう支援学校 五ヶ瀬町立 鞍岡小学校本屋敷分校

北方町立 上鹿川小学校 （延岡南養護学校） 延岡市立 北浦小学校宮之浦分校

延岡市立 松葉小学校 宮崎県立 小林工業高等学校 日向市立 平岩小学校鵜毛分校

北川町立 松葉中学校 宮崎県立 小林商業高等学校 門川町立 西門川小学校松瀬分校

北川町立 祝子川小学校 宮崎県立 高原高等学校 西郷村立 山瀬小学校長崎分校

北川町立 祝子川中学校 （高原畜産高等学校） 椎葉村立 仲塔小学校財木分校

延岡市立 下赤小学校 宮崎県立 日南農林高等学校 新富町立 富田小学校追分分校

北川町立 下赤中学校 宮崎県立 日南工業高等学校 えびの市立 飯野小学校高野分校

延岡市立 瀬口小学校 宮崎県立 日南振徳商業高等学校 えびの市立 上江小学校霧島分校

北川町立 瀬口中学校 えびの市立 真幸小学校西内竪分校

Disc5：県立学校

未収録の分校

Disc1：西臼杵地区

Disc2：延岡地区

Disc3：日向・東臼杵地区 Disc4：西都・児湯・宮崎・東諸県・

小林・えびの・西諸県地区


