
食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 秋田・青森

豚肉・にんじん 青森

こんにゃく 群馬

ちりめんじゃこ 瀬戸内

じゃが芋 石川 たまねぎ 北海道

たまねぎ・コーン 北海道 玉ねぎ 北海道 さやいんげん 埼玉

キャベツ 群馬 キャベツ 群馬 小松菜 東京（江戸川）

マッシュルーム缶 岡山 パセリ・卵 茨城 もやし 栃木

ホールトマト イタリア オリーブオイル イタリア 生わかめ 韓国

小麦粉 群馬・埼玉・栃木 梨 福島（検査済）

デミグラスソース 国産

赤ピーマン 茨城

※4　干ししいたけは年間を通して、九州産のものを使用します。

※5　食用油は年間を通して、国産のこめサラダ油を使用します。

ウインナー・ベーコン
にんにく

コッペパン・パン粉
（小麦粉）

アメリカ・カナダ

青森
麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

米・豚肉・にんにく
にんじん・メロン

青森

給食食材の産地（8月28日～9月28日）

・牛乳

・ハヤシライス

・カラフルサラダ

・くだもの（メロン）

8月30日（水）

・牛乳

・ご飯

・肉豆腐

・じゃこの和えもの

8月28日（月） 8月29日（火）

・牛乳

・ホットドック

・オニポテト

・ソパ.デ.アホ

・くだもの（梨）

※1　大豆とでんぷんは年間を通して、北海道産のものを使用します。

※2　大豆加工製品の豆腐・油揚げ・生揚げは北海道、宮城、滋賀、佐賀産の大豆を使用しています。

※3　ごまは年間を通して、ミャンマー・ガテマラ産のものを使用します。

※1～※5の産地表示は省略させていただきます。



食材 産地 食材 産地 食材 産地

中華めん（小麦粉） アメリカ・カナダ 米 青森・秋田 米 青森

大豆もやし 群馬 さば ノルウェー

にんじん 北海道 しょうが 熊本

きゅうり 茨城 にんにく 青森

豚肉 青森 ねぎ 秋田 炊き込みわかめ 国産

しょうが 熊本 切干大根 愛知 ベーコン 青森

じゃが芋 北海道 にんじん 北海道

青のり 国産・韓国 とうがん 東京

デラウエア 山形 里芋 千葉 白菜 長野

えのきだけ 新潟 パセリ 茨城

鶏ひき肉 新潟

しょうが 熊本

ねぎ 秋田

巨峰 山梨

春雨 北海道・宮崎・鹿児島

チンゲン菜 千葉

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

玉ねぎ・チーズ
じゃが芋・にんじん

北海道

8月31日（木） 9月1日（金） 9月4日（月）

・さばのしょうがみそ焼き ・ポテトのチーズ焼き

・くだもの（デラウエア） ・とりだんごスープ

・吉野汁 ・くだもの（巨峰）

・青のりポテト

・切り干し大根の煮付け

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・豚しゃぶ冷やし中華 ・ご飯 ・わかめご飯



食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 青森 小麦粉（強力粉） アメリカ・カナダ 米 青森

小麦粉（薄力粉） 群馬・埼玉・栃木

ベーコン・豚肉 青森

チーズ オーストラリア

鶏肉 宮崎 卵 茨城 ウインナー 青森

しょうが 熊本 セロリ・にんじん 北海道 鶏肉 岩手

玉ねぎ 東京 にんじん・白いんげん豆 北海道

じゃが芋 千葉 玉ねぎ 東京

玉ねぎ 東京 マッシュルーム缶 岡山 マッシュルーム缶 岡山

なす 東京（三鷹・練馬） フルーツミックス・もも缶 山形 ピーマン 茨城

ねぎ 秋田 白玉 タイ もやし 栃木

みょうが 高知 キャベツ 群馬

生わかめ 韓国

セロリ 長野

ズッキーニ 秋田

じゃが芋 千葉

トマトジュース アメリカ

小松菜 東京（江戸川）

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

・牛乳

赤ピーマン・パセリ
きゅうり

茨城

・牛乳

・冷や汁 ・白玉フルーツポンチ ・豆とズッキーニのサラダ

・麦ご飯 ・かしうさベーコンチーズパン ・チキンライス

・チキン南蛮 ・ポークビーンズ ・わかめサラダ

9月5日（火） 9月6日（水）

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

9月7日（木）

・牛乳



食材 産地 食材 産地 食材 産地

あしたばうどん 国内加工 米 秋田・青森 セサミパン（小麦粉） アメリカ・カナダ

もやし 栃木 のり 熊本 鶏肉 岩手

にんじん 北海道 鶏ひき肉 宮崎 にんにく・ベーコン（肉） 青森

きゅうり 群馬 にんじん・じゃが芋・玉ねぎ北海道 レモン・バター 国産

小松菜 東京（江戸川） ひじき 長崎・大分・熊本

ねぎ 秋田 卵 群馬

ちくわ（主原料） インド・タイ ごぼう・豚肉 埼玉 パセリ 茨城

青のり 徳島・高知 ねぎ 秋田

冷凍みかん 九州 梨 福島（検査済）

冬瓜 東京

・ポテトのソテー

9月8日（金） 9月11日（月）

・冷やしあしたばうどん ・ご飯 ・セサミパン

・ちくわの二色揚げ ・のりの佃煮 ・鶏肉のケバブ

9月12日（火）　

・冷凍みかん ・ぎせい豆腐

・くだもの（梨）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

にんじん・じゃが芋
玉ねぎ・コーン

北海道

・豚汁 ・ハプチュチョルパス



食材 産地 食材 産地 食材 産地

スパゲッティ（小麦粉） アメリカ・カナダ 米 青森 米 青森・秋田

ベーコン（豚肉）・にんにく 青森 さんま 北海道・三陸

しその葉 愛媛 にんじん 北海道

しょうが 熊本 もやし 栃木

鶏肉 岩手 豚ひき肉・さやいんげん埼玉 小松菜・冬瓜・玉ねぎ 東京

にんじん・玉ねぎ 北海道 にんじん・玉ねぎ 北海道 かつお節 鹿児島・静岡

寒天（主原料） 南米・長野加工 もやし・しいたけ 栃木 ねぎ 秋田

しめじ 茨城 小松菜 東京（江戸川） さつま芋 茨城

えのきだけ 新潟 にんにく 青森

エリンギ 長野 しょうが 熊本

ぶどうジュース チリ ねぎ・トマト 秋田

ツナ缶 ベトナム れんこん 茨城

キャベツ・きゅうり 群馬 レモン 愛媛

黄ピーマン・赤ピーマン 韓国

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

・牛乳

・和風きのこスパゲッティ ・アジアンそぼろご飯 ・ごまご飯

・ツナサラダ ・野菜のスィートチリソース

・牛乳

・グレープゼリー ・れんこんの素揚げ ・わかめ入りお浸し

・さつま芋のみそ汁

・さんまの塩焼き

9月13日（水） 9月14日（木） 9月15日（金）

・牛乳



食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 青森・秋田 米 青森 うどん 国産

鶏肉 宮崎

にんじん 北海道

菊のり 青森 かまぼこ 国内加工

いわしのすりみ 鳥取 豚肉 埼玉

しょうが 熊本 ねぎ 秋田

えのきだけ 新潟 玉ねぎ・にんじん・大根 北海道 米 秋田・青森

ねぎ 秋田 しょうが 熊本 キャベツ 群馬

小松菜 東京（江戸川） ねぎ 秋田 もやし 栃木

ごぼう 埼玉 さやいんげん 埼玉 小松菜 東京（江戸川）

小麦粉 群馬・埼玉・栃木 鶏肉 宮崎 もち米 熊本

キャベツ 群馬 もやし 栃木

巨峰 山梨

9月21日（木）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・菊花ずし ・親子丼 ・肉汁うどん

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

9月19日（火） 9月20日（水）

・くだもの（巨峰）

・いわしのつみれ汁 ・野菜のしょうが和え ・野菜のごま和え

・パリパリごぼうサラダ ・みそ汁 ・きなこおはぎ

こんにゃく・卵
きゅうり・キャベツ

群馬

にんじん・玉ねぎ
きな粉

北海道



食材 産地 食材 産地 食材 産地

セサミパン（小麦粉） アメリカ・カナダ 米 青森 米 秋田・青森

小麦粉 群馬・埼玉・栃木 メルルーサ ニュージーランド

玉ねぎ 東京 小麦粉 群馬・埼玉・栃木

鶏肉 宮崎 コーンフレーク オーストラリア

にんじん 北海道 しょうが 熊本 白菜 長野

じゃが芋 東京（練馬・三鷹） にんじん・じゃが芋 北海道

にんにく 青森 もやし 栃木

糸寒天 伊豆諸島 豚肉 埼玉 かつお節 静岡・鹿児島

マッシュルーム缶 岡山 ちりめんじゃこ 瀬戸内 かぼす 国産

白いんげん豆 北海道 高菜漬け 福岡 みょうが 群馬（前橋）

ブロッコリー 長野（伊那） 卵 群馬 生わかめ 韓国

もやし 栃木 小松菜 東京（江戸川） えのきだけ 新潟

キャベツ 群馬 もやし 栃木

にんにく 青森

ねぎ 秋田

にら 茨城

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

・白身魚のクリスピーフライ

・牛乳

にんじん・玉ねぎ
マロニー

北海道

・糸寒天のサラダ ・五目スープ ・野菜のポン酢和え

・早稲田みょうがのみそ汁

9月26日（火）

・クリームシチュー ・小松菜ナムル

9月22日（金） 9月25日（月）

・牛乳 ・牛乳

・ココアパン ・高菜チャーハン ・ご飯



食材 産地 食材 産地 食材 産地

スパゲッティ（小麦粉） アメリカ・カナダ 米 青森

にんにく・豚ひき肉 青森

セロリ 長野 ベーコン（豚肉） 青森

玉ねぎ・にんじん・じゃが芋 北海道 ほうれん草 群馬

梨 福島（検査済） さつま芋 茨城 しめじ 長野

きゅうり・キャベツ・なす群馬 ししゃも ノルウェー 卵・パセリ 茨城

ホールトマト イタリア 小麦粉 福岡 チーズ 北海道

ピーマン 茨城 にんじん・玉ねぎ・じゃが芋 北海道 にんにく 青森

とうがん 東京 玉ねぎ 東京

しめじ 長野 巨峰 長野

ねぎ 秋田

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

ソフトフランスパン
食パン（小麦粉）

アメリカ・カナダ

9月27日（水） 9月28日（木） 9月29日（金）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・なす入りミートスパゲッティ ・さつま芋ご飯 ・ソフトフランスパン

・ポテトサラダ ・ししゃものごま天ぷら ・ほうれん草ときのこのキッシュ

・くだもの（梨） ・みだくさん汁 ・オニオンスープ

・くだもの（巨峰）


