
区 小学校名 電話番号
千種区 内山小学校 741-1257
千種区 春岡小学校 761-4391
千種区 千種小学校 732-5371
千種区 高見小学校 761-5211
千種区 大和小学校 721-0396
千種区 田代小学校 751-6156
千種区 上野小学校 721-0535
千種区 東山小学校 781-1146
千種区 自由ケ丘小学校 761-6231
千種区 千石小学校 731-0758
千種区 富士見台小学校 711-4541
千種区 星ケ丘小学校 781-1789
千種区 宮根小学校 771-7870
千種区 千代田橋小学校 711-2511
千種区 見付小学校 781-8891
東区 旭丘小学校 936-7291
東区 筒井小学校 935-2931
東区 東桜小学校 961-7877
東区 矢田小学校 721-2508
東区 山吹小学校 931-7625
東区 東白壁小学校 931-2690
東区 葵小学校 936-0101
東区 明倫小学校 936-0501
東区 砂田橋小学校 722-5311
北区 飯田小学校 911-7351
北区 大杉小学校 911-4488
北区 清水小学校 913-3255
北区 杉村小学校 911-9511
北区 名北小学校 911-3471
北区 金城小学校 911-2461
北区 城北小学校 911-5145
北区 六郷小学校 911-5526
北区 楠小学校 901-3226
北区 光城小学校 914-0818
北区 東志賀小学校 914-0021
北区 味鋺小学校 901-6840
北区 西味鋺小学校 901-3661
北区 楠西小学校 901-8177
北区 如意小学校 902-2661
北区 宮前小学校 915-8501
北区 川中小学校 915-4455
北区 六郷北小学校 981-3624
北区 辻小学校 914-1118
西区 榎小学校 531-2190
西区 栄生小学校 551-3138
西区 上名古屋小学校 522-7176
西区 城西小学校 521-4286
西区 児玉小学校 521-2228
西区 枇杷島小学校 521-8636
西区 南押切小学校 571-6338
西区 庄内小学校 522-9981
西区 稲生小学校 531-4304
西区 山田小学校 501-6650
西区 平田小学校 502-2017
西区 比良小学校 502-1377
西区 大野木小学校 501-8177
西区 浮野小学校 502-8675
西区 比良西小学校 503-0231



西区 中小田井小学校 502-6661
西区 なごや小学校（西校舎） 571-8178
西区 なごや小学校（東校舎） 571-1534
中村区 笹島小学校 565-1155
中村区 中村小学校 481-1246
中村区 牧野小学校 451-2457
中村区 米野小学校 451-2970
中村区 日比津小学校 471-4527
中村区 柳小学校 471-5115
中村区 稲葉地小学校 411-7070
中村区 日吉小学校 481-6226
中村区 岩塚小学校 412-3070
中村区 豊臣小学校 481-3166
中村区 千成小学校 471-5111
中村区 諏訪小学校 411-7581
中村区 稲西小学校 411-6645
中村区 八社小学校 411-1601
中村区 ほのか小学校 471-2271
中区 名城小学校 962-6661
中区 栄小学校 221-8678
中区 新栄小学校 262-0608
中区 松原小学校 331-7296
中区 橘小学校 321-0260
中区 平和小学校 321-0080
中区 老松小学校 241-0035
中区 大須小学校 231-0122
中区 正木小学校 322-4751
中区 千早小学校 241-3429
中区 御園小学校 231-1405
昭和区 鶴舞小学校 732-0151
昭和区 吹上小学校 732-0181
昭和区 村雲小学校 871-1488
昭和区 松栄小学校 851-6266
昭和区 御器所小学校 851-6166
昭和区 広路小学校 761-9166
昭和区 八事小学校 831-2280
昭和区 白金小学校 881-2188
昭和区 川原小学校 751-8000
昭和区 滝川小学校 832-1504
昭和区 伊勝小学校 762-8938
瑞穂区 弥富小学校 831-8134
瑞穂区 御劔小学校 881-7105
瑞穂区 堀田小学校 881-0860
瑞穂区 汐路小学校 841-2518
瑞穂区 高田小学校 881-0271
瑞穂区 瑞穂小学校 851-6261
瑞穂区 井戸田小学校 852-6545
瑞穂区 穂波小学校 821-8186
瑞穂区 豊岡小学校 852-7321
瑞穂区 陽明小学校 831-7241
瑞穂区 中根小学校 831-4100
熱田区 高蔵小学校 682-0290
熱田区 旗屋小学校 681-1026
熱田区 千年小学校 651-9177
熱田区 船方小学校 652-2288
熱田区 白鳥小学校 681-7501
熱田区 野立小学校 681-1056
熱田区 大宝小学校 682-6138
中川区 広見小学校 351-1638



中川区 露橋小学校 352-0358
中川区 愛知小学校 351-5301
中川区 八熊小学校 331-0181
中川区 昭和橋小学校 351-4451
中川区 常磐小学校 361-8547
中川区 八幡小学校 361-6677
中川区 荒子小学校 352-2358
中川区 正色小学校 301-8040
中川区 篠原小学校 352-0258
中川区 戸田小学校 302-2331
中川区 豊治小学校 302-2031
中川区 千音寺小学校 431-7063
中川区 長須賀小学校 301-8318
中川区 万場小学校 431-1348
中川区 野田小学校 351-6727
中川区 明正小学校 431-5600
中川区 中島小学校 361-7343
中川区 玉川小学校 653-2595
中川区 西中島小学校 382-2265
中川区 五反田小学校 301-0061
中川区 春田小学校 301-0075
中川区 赤星小学校 431-0300
中川区 西前田小学校 301-3866
港区 東築地小学校 691-0111
港区 中川小学校 661-9341
港区 大手小学校 652-6441
港区 港西小学校 381-2530
港区 小碓小学校 381-0171
港区 西築地小学校 661-2590
港区 高木小学校 381-1250
港区 南陽小学校 302-3618
港区 港楽小学校 652-1276
港区 成章小学校 651-0400
港区 明徳小学校 381-4753
港区 稲永小学校 381-2577
港区 東海小学校 653-8141
港区 野跡小学校 382-5422
港区 当知小学校 382-5118
港区 正保小学校 653-3121
港区 神宮寺小学校 382-8291
港区 西福田小学校 301-1121
港区 福田小学校 301-2600
港区 福春小学校 301-2911
南区 豊田小学校 691-3004
南区 明治小学校 691-0888
南区 呼続小学校 821-6358
南区 白水小学校 612-3123
南区 桜小学校 821-1188
南区 道徳小学校 691-0830
南区 笠寺小学校 821-5188
南区 大生小学校 611-3795
南区 大磯小学校 821-8871
南区 千鳥小学校 611-2874
南区 菊住小学校 822-4848
南区 宝小学校 611-3777
南区 柴田小学校 611-0723
南区 伝馬小学校 691-2505
南区 星崎小学校 611-4494
南区 春日野小学校 822-8139



南区 笠東小学校 823-0841
南区 宝南小学校 614-0300
守山区 大森小学校 798-0012
守山区 小幡小学校 793-2269
守山区 守山小学校 793-6263
守山区 廿軒家小学校 791-6241
守山区 鳥羽見小学校 793-0077
守山区 瀬古小学校 793-7225
守山区 志段味東小学校 736-1115
守山区 志段味西小学校 736-9715
守山区 白沢小学校 794-1123
守山区 本地丘小学校 772-4791
守山区 苗代小学校 793-9171
守山区 天子田小学校 772-6555
守山区 二城小学校 794-7500
守山区 森孝東小学校 774-2872
守山区 森孝西小学校 774-7681
守山区 西城小学校 793-1135
守山区 大森北小学校 798-2088
守山区 小幡北小学校 791-2227
守山区 吉根小学校 736-8590
守山区 下志段味小学校 736-9814
緑区 鳴海小学校 623-0070
緑区 平子小学校 622-1331
緑区 鳴海東部小学校 876-0320
緑区 東丘小学校 621-7181
緑区 鳴子小学校 892-3201
緑区 有松小学校 621-1071
緑区 大高小学校 623-3151
緑区 緑小学校 623-1881
緑区 片平小学校 891-4552
緑区 戸笠小学校 876-2294
緑区 太子小学校 623-2775
緑区 旭出小学校 895-2105
緑区 浦里小学校 892-7610
緑区 黒石小学校 876-5131
緑区 神の倉小学校 876-5453
緑区 長根台小学校 891-8801
緑区 桶狭間小学校 623-3689
緑区 相原小学校 621-1321
緑区 桃山小学校 876-78111
緑区 南陵小学校 623-6381
緑区 大高北小学校 621-6241
緑区 大高南小学校 622-2770
緑区 徳重小学校 877-3885
緑区 滝ノ水小学校 891-5002
緑区 大清水小学校 877-5491
緑区 常安小学校 878-5281
緑区 小坂小学校 878-7990
緑区 熊の前小学校 878-1600
名東区 猪高小学校 771-5101
名東区 藤が丘小学校 771-4700
名東区 香流小学校 771-2171
名東区 猪子石小学校 773-4361
名東区 高針小学校 702-2281
名東区 西山小学校 701-5181
名東区 名東小学校 702-1166
名東区 梅森坂小学校 702-1600
名東区 蓬来小学校 772-6791



名東区 本郷小学校 774-4125
名東区 貴船小学校 703-3881
名東区 上社小学校 703-5421
名東区 豊が丘小学校 773-8757
名東区 引山小学校 774-2011
名東区 極楽小学校 703-5571
名東区 平和が丘小学校 775-0126
名東区 前山小学校 702-1361
名東区 北一社小学校 776-8801
名東区 牧の原小学校 702-2100
天白区 天白小学校 801-5188
天白区 野並小学校 896-1310
天白区 高坂小学校 801-6188
天白区 八事東小学校 831-8402
天白区 表山小学校 832-6835
天白区 平針小学校 801-5225
天白区 平針南小学校 803-3259
天白区 植田小学校 801-0151
天白区 しまだ小学校 802-2821
天白区 山根小学校 803-3291
天白区 相生小学校 803-3501
天白区 大坪小学校 833-3231
天白区 原小学校 802-8551
天白区 植田南小学校 805-5711
天白区 平針北小学校 805-8801
天白区 植田北小学校 806-1601
天白区 植田東小学校 808-4501

区 中学校名 電話番号
千種区 今池中学校 732-5231
千種区 城山中学校 751-1571
千種区 振甫中学校 711-6561
千種区 千種台中学校 762-1300
千種区 若水中学校 721-3336
千種区 千種中学校 722-5552
千種区 東星中学校 783-1188
東区 あずま中学校 935-8963
東区 冨士中学校 961-0435
東区 桜丘中学校 935-1368
東区 矢田中学校 722-5281
北区 若葉中学校 913-2345
北区 志賀中学校 914-0024
北区 大曽根中学校 913-2266
北区 八王子中学校 911-6605
北区 楠中学校 901-8575
北区 北陵中学校 913-2336
北区 北中学校 902-3200
西区 浄心中学校 531-1600
西区 菊井中学校 571-1588
西区 名塚中学校 523-1265
西区 天神山中学校 521-4271
西区 山田中学校 501-5591
西区 山田東中学校 502-8676
西区 平田中学校 502-0888
中村区 豊国中学校 481-4191
中村区 笹島中学校 582-4725
中村区 笈瀬中学校 461-3211
中村区 御田中学校 412-3552
中村区 豊正中学校 412-3176



中村区 黄金中学校 481-9451
中村区 日比津中学校 481-8335
中区 前津中学校 262-7676
中区 伊勢山中学校 331-9568
中区 白山中学校 262-0588
中区 丸の内中学校 211-3251
昭和区 桜山中学校 841-8196
昭和区 北山中学校 741-0174
昭和区 川名中学校 832-2230
昭和区 円上中学校 871-0507
昭和区 駒方中学校 832-2100
瑞穂区 田光中学校 821-8201
瑞穂区 瑞穂ケ丘中学校 851-6381
瑞穂区 萩山中学校 831-6341
瑞穂区 汐路中学校 851-7366
瑞穂区 津賀田中学校 841-1595
熱田区 沢上中学校 681-1001
熱田区 宮中学校 681-7531
熱田区 日比野中学校 681-0341
熱田区 日比野中学校南校舎 671-0111
中川区 一色中学校 301-0730
中川区 長良中学校 351-8341
中川区 山王中学校 322-3884
中川区 一柳中学校 352-0151
中川区 八幡中学校 352-0355
中川区 昭和橋中学校 351-5361
中川区 富田中学校 301-6171
中川区 はとり中学校 431-0080
中川区 助光中学校 301-0067
中川区 供米田中学校 301-4881
中川区 高杉中学校 352-0281
港区 港南中学校 381-9337
港区 港北中学校 381-0121
港区 東港中学校 652-2305
港区 南陽中学校 301-8981
港区 宝神中学校 383-1504
港区 当知中学校 381-9880
港区 港明中学校 654-2361
港区 南陽東中学校 301-2271
南区 本城中学校 822-0120
南区 新郊中学校 821-8661
南区 桜田中学校 811-9306
南区 大江中学校 692-1717
南区 名南中学校 611-2641
南区 南光中学校 611-5308
南区 明豊中学校 692-1616
守山区 守山中学校 791-7141
守山区 守山東中学校 791-6348
守山区 守山西中学校 793-6161
守山区 志段味中学校 736-0237
守山区 大森中学校 798-2900
守山区 守山北中学校 793-9696
守山区 森孝中学校 775-5608
守山区 吉根中学校 736-0432
緑区 鳴海中学校 621-5371
緑区 有松中学校 623-2727
緑区 大高中学校 623-1557
緑区 鳴子台中学校 896-7225
緑区 東陵中学校 623-9777



緑区 千鳥丘中学校 891-8601
緑区 神沢中学校 876-0830
緑区 扇台中学校 876-6201
緑区 滝ノ水中学校 895-7001
緑区 左京山中学校 621-2818
緑区 鎌倉台中学校 625-0321
緑区 神の倉中学校 878-6007
名東区 猪高中学校 771-0023
名東区 神丘中学校 701-1268
名東区 高針台中学校 703-5121
名東区 猪子石中学校 773-8881
名東区 藤森中学校 774-2861
名東区 牧の池中学校 704-2051
名東区 上社中学校 704-2235
名東区 香流中学校 776-8711
天白区 天白中学校 801-5141
天白区 御幸山中学校 832-9622
天白区 久方中学校 803-2016
天白区 平針中学校 803-3505
天白区 南天白中学校 895-1521
天白区 植田中学校 801-1171
天白区 原中学校 806-0860

区 高等学校名 電話番号
千種区 菊里高等学校 781-0445
昭和区 向陽高等学校 841-7138
南区 桜台高等学校 821-0186
北区 北高等学校 901-0338
緑区 緑高等学校 895-0461
中川区 富田高等学校 301-1975
西区 山田高等学校 501-7800
名東区 名東高等学校 703-3313
西区 西陵高等学校 521-5551
千種区 名古屋商業高等学校 751-6111
天白区 若宮商業高等学校 891-2176
中川区 工業高等学校 361-3116
東区 工芸高等学校 931-7541
中区 中央高等学校 241-6538

区 幼稚園 電話番号
千種区 第二幼稚園 731-3510
東区 第一幼稚園 961-5506
東区 大幸幼稚園 722-1546
北区 報徳幼稚園 913-5321
北区 楠西幼稚園 902-2250
北区 おりべ幼稚園 914-2806
西区 第三幼稚園 561-2348
西区 比良西幼稚園 502-7441
昭和区 吹上幼稚園 731-8766
瑞穂区 高田幼稚園 871-3808
中川区 常磐幼稚園 361-7133
中川区 荒子幼稚園 353-4936
中川区 春田幼稚園 301-3610
中川区 はとり幼稚園 432-1221
守山区 二城幼稚園 793-3851
緑区 鳴子幼稚園 892-2616
緑区 桶狭間幼稚園 621-6018
緑区 大高幼稚園 621-6033
緑区 神の倉幼稚園 876-6490



名東区 西山台幼稚園 701-5286
名東区 猪高幼稚園 773-2756
名東区 梅森坂幼稚園 703-6644
天白区 植田幼稚園 803-3108

区 特別支援学校 電話番号
熱田区 南養護学校 871-7390
南区 南養護学校分校 611-3137
中川区 西養護学校 354-3881
守山区 守山養護学校 794-5466
天白区 天白養護学校 781-5610


