
2021.9現在

水曜日 木曜日 火曜日 水曜日 木曜日 水曜日 木曜日 火曜日 水曜日 木曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

赤岡中学校 清水ヶ丘中学校 東工業高校 大津中学校 大栃小学校 大宮小学校 高知工業高校 神田小学校 斗賀野小学校 影野小学校 須崎小学校 中村西中学校

城山高校 下山小学校 大篠小学校 大津小学校 大栃中学校 香北中学校 土佐高校 鴨田小学校 尾川小、中学校 仁井田小学校 須崎中学校 具同小学校

赤岡小学校 安田小学校 香長中学校 学校教育センター 片地小学校 潮江中学校 春野東小学校 越知給食センター七里小学校 須崎高校（全・定） 中村南小学校

香我美中学校 安田中学校 稲生小学校 清和学園 潮江小学校 春野中学校 越知小学校 窪川中学校 新荘小学校 中村中学校

香我美小学校 田野中学校 十市小学校 心の教育センター 潮江南小学校 若草養護学校 越知中学校 窪川高校 上分小学校 中村小学校

夜須中学校 田野小学校 三和小学校 岡豊高校 横浜中学校 春野西小学校 黒岩小学校 窪川高校（定） 上分中学校 県立中村高等学校

夜須小学校 中芸高校 大湊小学校 布師田小学校 横浜新町小学校 朝倉第二小学校 黒岩中学校 四万十町教育研究所 須崎工業高校 後川中学校

芸西小学校 北川小学校 吉川小学校 高知東高校 横浜小学校 朝倉中学校 佐川高校 窪川小学校 高岡教職員組合 利岡小学校

芸西中学校 北川中学校 野市小学校 一宮東小学校 長浜小学校 小鹿園分校 佐川小学校 北ノ川小学校 多ノ郷小学校 蕨岡小学校

赤野小学校 奈半利中学校 野市東小学校 一宮小学校 南海中学校 朝倉小学校 佐川中学校 北ノ川中学校 朝ヶ丘中学校 大用中学校

穴内小学校 奈半利小学校 野市中学校 一宮中学校 南高校 西高等学校 加茂小学校 田野々小学校 吾桑小学校 大用小学校

桜ヶ丘高校 加領郷小学校 青少年センター 泉野小学校 教育研究所 西部中学校 加茂中学校 大正中学校 戸波小学校 東山小学校

安芸中学校 羽根小学校 野市佐古小学校 城東中学校 追手前高校 高知小学校 日高中学校 四万十高校 戸波中学校 中村特別支援学校

土居小学校 羽根中学校 楠目小学校 江陽小学校 教育会館 旭東小学校 日下小学校 四万十町川口小学校 波介小学校 幡多農業高等学校

井ノ口小学校 中川内小、中学校 鏡野中学校 昭和小学校 小津高校 旭小学校 日高養護学校 北原小学校 竹島小学校

川北小学校 吉良川中学校 山田養護学校 五台山小学校 小高坂小学校 高知市立特別支援学校 川内小学校 蓮池小学校 下田小学校

伊尾木小学校 吉良川小学校 舟入小学校 十津小学校 一ツ橋小学校 横内小学校 伊野中学校 高岡高校（全・定） 下田中学校

安芸第一小学校 元小学校 香美市教育研究所 三里小学校 愛宕中学校 旭中学校 伊野小学校 高岡第二小学校 三浦小学校

安芸高校 室戸中学校 山田小学校 三里中学校 秦小学校 行川学園 伊野商業高校 高岡第一小学校 田ノ口小学校

県立安芸中学校 室戸小学校 香長小学校 高須小学校 江の口小学校 鏡小学校 学校中部教育 高岡中学校 入野小学校

県立安芸中学校 室戸高校 久礼田小学校 青柳中学校 城北中学校 鏡中学校 枝川小学校 高石小学校 大方高等学校

奈路小学校 介良小学校 ろう学校 土佐山学舎 伊野南小学校 新居小学校 大方中学校

水曜日 木曜日 たちばな幼稚園 介良中学校 みかづき分校 久重小学校 伊野南中学校 土佐南中学校 南郷小学校

魚梁瀬中学校 甲浦中学校 大豊町中学校 潮見台小学校 初月小学校 宇佐小学校 上川口小学校

魚梁瀬小学校 甲浦小学校 おおとよ小学校 岡豊小学校 城西中学校 高知海洋高校 大方青少年の家

馬路小学校 野根小学校 本山小学校 北陵希望ヶ丘分校 盲学校 浦ノ内中学校 精華園

馬路中学校 野根中学校 嶺北高校 白木谷小学校 第四小学校 浦ノ内小学校 誠心園

佐喜浜中学校 嶺北中学校 北陵中学校 第六小学校 須崎南小学校 西部教育事務所

佐喜浜小学校 みつば保育園 国府小学校 江ノ口特別支援学校 須崎南中学校 四万十市教育委員会

銀杏保育園 土佐町中学校 長岡小学校 心の教育センター 古津賀保育園

土佐町小学校 鳶ヶ池中学校 北高校 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 幡多児童相談所

吉野小学校 高知農業高等学校 長者小学校 別府小学校

後免野田小学校 火曜日 水曜日 木曜日 仁淀中学校 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

香南中学校 神谷小学校 吾北中学校 本川中学校 仁淀川町教育委員会 東中筋小学校 四万十町昭和小学校 佐賀小学校 八束中学校

日章小学校 神谷中学校 吾北分校 長沢小学校 東中筋中学校 佐賀中学校 八束小学校

土佐希望の家分校 能津小学校 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 伊与喜小学校 下ノ加江小学校

吾北小学校 東又小学校 安和小学校 米奥小学校 拳ノ川小学校 幡陽小学校

火曜日 水曜日 木曜日 興津小学校 久礼小学校 清水中学校

大川小学校 興津中学校 久礼中学校 清水小学校

大川中学校 上ノ加江小学校 足摺岬小学校

土佐町教育委員会 上ノ加江中学校 清水高等学校

三崎小学校

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 下川口小学校
葉山小学校 梼原小学校 大野見小学校 小筑紫小学校
葉山中学校 梼原中学校 大野見中学校 小筑紫中学校
精華小学校 梼原高校 大島小学校
東津野中学校 片島中学校
中央小学校 咸陽小学校

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
池川小学校 平田小学校 中村高校西土佐分校 大月小学校 中筋小学校
池川中学校 三原小学校 西土佐小学校 大月中学校 中筋中学校

三原中学校 西土佐中学校 山奈小学校
十川小学校 宿毛工業高等学校
十川中学校 東中学校

宿毛小学校
宿毛中学校
宿毛高等学校
松田川小学校
橋上小学校
橋上中学校

ルート４

ルート５ ルート3

【学校生鮮】配送ルート

ルート２

ルート２

ルート2 ルート２

ルート３

ルート２

ルート１ ルート1 ルート１ ルート１ ルート１ ルート１

高岡・幡多室戸・安芸・香南 香南・香美・土長・高知 香美 高知・吾川 吾川・須崎・高岡

≪学校班≫の登録について
現在、学校に生鮮をとっている方が一人もいなくても過

去に学校班の登録ができていれば開始できます。

これまで一度も学校班の登録のない学校は3人から開始

できます。まずは学校生協へご確認下さい。

皆さんの学校へお

届けします！！


