
(添付資料１)横浜市立中学校 給食実施校一覧 

以上 145 校 

区 学校名  区 学校名  区 学校名  区 学校名 
鶴見区 市場  港南区 上永谷  金沢区 金沢  都筑区 荏田南 
鶴見区 潮田  港南区 港南  金沢区 釜利谷  都筑区 川和 
鶴見区 上の宮  港南区 港南台第一  金沢区 小田  都筑区 茅ケ崎 
鶴見区 寛政  港南区 笹下  金沢区 大道  都筑区 都田 
鶴見区 末吉  港南区 芹が谷  金沢区 富岡  都筑区 中川 
鶴見区 鶴見  港南区 東永谷  金沢区 富岡東  都筑区 中川西 
鶴見区 寺尾  港南区 日限山  金沢区 並木  都筑区 早渕 
鶴見区 生麦  港南区 日野南  金沢区 西柴  都筑区 東山田 
鶴見区 矢向  港南区 丸山台  金沢区 六浦  戸塚区 秋葉 
鶴見区 横浜サイエ

ンスフロン
ティア高等
学校附属 

 港南区 南高等学校
附属 

 港北区 大綱  戸塚区 汲沢 
 港北区 篠原  戸塚区 境木 

保土ケ谷区 新井  港北区 城郷  戸塚区 大正 
保土ケ谷区 岩井原  港北区 高田  戸塚区 戸塚 

神奈川区 浦島丘  保土ケ谷区 岩崎  港北区 樽町  戸塚区 豊田 
神奈川区 神奈川  保土ケ谷区 上菅田  港北区 新田  戸塚区 名瀬 
神奈川区 栗田谷  保土ケ谷区 橘  港北区 新羽  戸塚区 平戸 
神奈川区 菅田  保土ケ谷区 西谷  港北区 日吉台  戸塚区 深谷 
神奈川区 錦台  保土ケ谷区 保土ケ谷  港北区 日吉台西  戸塚区 舞岡 
神奈川区 松本  保土ケ谷区 宮田  緑区 鴨居  戸塚区 南戸塚 
神奈川区 六角橋  旭区 旭  緑区 田奈  栄区 飯島 
西区 老松  旭区 旭北  緑区 十日市場  栄区 桂台 
西区 岡野  旭区 今宿  緑区 中山  栄区 上郷 
西区 軽井沢  旭区 上白根  緑区 東鴨居  栄区 小山台 
西区 西  旭区 希望が丘  緑区 霧が丘学園  栄区 西本郷 
中区 大鳥  旭区 左近山  青葉区 青葉台  栄区 本郷 
中区 仲尾台  旭区 都岡  青葉区 あかね台  泉区 泉が丘 
中区 本牧  旭区 鶴ケ峯  青葉区 あざみ野  泉区 いずみ野 
中区 港  旭区 本宿  青葉区 市ケ尾  泉区 岡津 
中区 横浜吉田  旭区 万騎が原  青葉区 美しが丘  泉区 上飯田 
南区 共進  旭区 南希望が丘  青葉区 鴨志田  泉区 中田 
南区 永田  旭区 若葉台  青葉区 すすき野  泉区 中和田 
南区 藤の木  磯子区 岡村  青葉区 奈良  泉区 領家 
南区 平楽  磯子区 汐見台  青葉区 みたけ台  瀬谷区 東野 
南区 蒔田  磯子区 根岸  青葉区 緑が丘  瀬谷区 下瀬谷 
南区 南  磯子区 浜  青葉区 もえぎ野  瀬谷区 瀬谷 
南区 南が丘  磯子区 森  青葉区 山内  瀬谷区 原 
南区 六ツ川  磯子区 洋光台第一  青葉区 谷本  瀬谷区 南瀬谷 
   磯子区 洋光台第二       


