
食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 秋田 米 秋田 ミルクパン(小麦) アメリカ、カナダ

麦
富山、新潟
宮城、福井

麦
富山、新潟
宮城、福井

マカロニ（小麦） アメリカ、カナダ

はるさめ 鹿児島、宮崎 こんにゃく 群馬 メルルーサ ニュージーランド

豚肉 青森 のり 熊本 大豆 北海道

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

あさり 熊本 豚肉 青森

にんにく 青森 鶏肉 宮崎 りんご 青森

しょうが 高知 ひじき
長崎、大分
鹿児島、熊本
広島、山口

たまねぎ 北海道

たけのこ 福岡、熊本 卵 群馬 しょうが 高知

にんじん 東京 油揚げ 北海道、長野 にんにく 青森

干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

にんじん 徳島 にんじん 徳島

ねぎ 茨城 たけのこ 福岡、熊本 こまつな 東京

にら 栃木 ほうれん草 埼玉 キャベツ 愛知

きゅうり 群馬 ごぼう 青森 セロリ 長野

キャベツ 愛知 だいこん 千葉 ホールトマト イタリア

もやし 福島 たまねぎ 北海道

みかん缶
愛知、和歌山
静岡、神奈川

ねぎ 茨城

オレンジジュース ブラジル こまつな 東京

※1　　牛乳は年間を通して千葉県産です。

※2　　生クリームは年間を通して北海道産です。

給食食材の産地（４月10日～4月27日）

・牛乳

・マーボー丼

・バンサンスー

・つぶつぶみかんゼリー

  4月12日（木）

・牛乳

・ミルクパン

・ミネストローネ
・メルルーサのバーベキューソース

  ４月１０日（火）   4月11日（水）

・牛乳

・ごはん

・のりとあさりの佃煮

・ちぐさ焼き

・みだくさん汁 ・フライドビーンズサラダ



食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 秋田 パン（小麦） アメリカ、カナダ 米 秋田

麦
富山、新潟
宮城、福井

じゃがいも 北海道 麦
富山、新潟
宮城、福井

桜えび 台湾 豚肉 青森 じゃがいも 北海道

しらす 愛媛 ベーコン 青森 ごま ボリビア、ガテマラ

たまねぎ 北海道 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

鶏肉 宮崎

にんじん 徳島 にんじん 徳島 チーズ 北海道

さやいんげん 北海道 玉ねぎ 北海道 わかめ 韓国

だいこん 千葉 キャベツ 愛知 じゃこ
広島、香川
愛媛

しょうが 高知 セロリ 静岡 にんにく 青森

もやし 福島 にんにく 青森 玉ねぎ 北海道

こまつな 東京 こまつな 東京 にんじん 徳島

パイン缶 インドネシア デコポン 愛媛 こまつな 東京

もも缶 ギリシャ キャベツ 愛知

みかん缶
愛知、和歌山
静岡、神奈川

アセロラジュース
ブラジル
ベトナム

いちご 栃木

・もやしのおひたし ・ベーコンとキャベツのスープ ・わかめとじゃこのサラダ

  4月13日（金）   4月16日（月）  4月17日（火）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・桜えびとしらすのかき揚げ丼 ・コロッケサンド ・チキンカレーライス

・フルーツポンチ ・デコポン ・いちごゼリー



スパゲティ（小麦） アメリカ、カナダ 米 秋田 うどん（小麦） 北海道

豚肉 青森 もち米 熊本 さつまいも 千葉

チーズ 北海道 ごま ボリビア、ガテマラ ごま
ミャンマー
ボリビア
ガテマラ

にんにく 青森 ささげ ささげ 豚肉 青森

しょうが 高知 鶏肉 宮崎 油揚げ 北海道、長野

セロリ 長野 はんぺん 千葉 かまぼこ アメリカ、タイ

玉ねぎ 北海道 しょうが 高知 かつお節 鹿児島、静岡

にんじん 徳島 にんじん 千葉、徳島 大豆 北海道

ホールトマト イタリア キャベツ 神奈川 じゃこ
広島、香川
愛媛

キャベツ 愛知 こまつな 東京 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

もやし 福島 もやし 福島 にんじん 徳島

きゅうり 栃木 玉ねぎ 北海道 玉ねぎ 北海道

デコポン 愛媛 えのき 長野 白菜 茨城

ねぎ 栃木 ねぎ 栃木

こまつな 東京

かぶ 千葉

しょうが 高知

レモン 愛媛

  ４月１８日（水）   ４月１９日（木）   ４月２０日（金）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・きよみオレンジ ・春キャベツのおひたし ・さつまいも・大豆・じゃこの甘辛揚げ

・紅白すまし汁

・スパゲティミートソース ・赤飯 ・五目うどん

・春キャベツのサラダ ・鶏肉のから揚げ ・かぶの三色漬け



米 秋田 米 秋田 中華めん（小麦） アメリカ、カナダ

麦
富山、新潟
宮城、福井

麦
富山、新潟
宮城、福井

豚肉 青森

こんにゃく 群馬 ごま ボリビア、ガテマラ 青のり 徳島、高知

麩 アメリカ こんにゃく 群馬 鶏肉 宮崎

鰆 韓国 じゃがいも 北海道 卵 群馬

さつま揚げ アメリカ、タイ かつお節 静岡 ヒヨコ豆 アメリカ

鶏肉 宮崎 じゃこ
広島、香川
愛媛

にんじん 徳島

しょうが 高知 豚肉 青森 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

ごぼう 青森 油揚げ 北海道、長野 玉ねぎ 北海道

れんこん 佐賀 にんじん 徳島 キャベツ 愛知

にんじん 徳島 玉ねぎ 北海道 もやし 福島

さやいんげん 北海道 さやいんげん 北海道 しょうが 高知

干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

えのき 長野 にら 栃木

だいこん 千葉 キャベツ 愛知

ねぎ 茨城 こまつな 東京

みつば 千葉

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・ごはん ・ごはん ・焼きそば

  ４月２３日（月）   ４月２４日（火）   ４月２５日（水）

・吉野汁 ・煮びたし

・鰆の西京焼き ・骨太ふりかけ ・にらたまスープ

・五目きんぴら ・肉じゃが煮 ・パンチビーンズ



セサミパン（小麦） アメリカ、カナダ 米 秋田

じゃがいも 北海道 油揚げ 北海道、長野

豚肉 青森 ししゃも ノルウェー

ひよこ豆 アメリカ 青のり 徳島、高知

玉ねぎ 北海道 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

にんじん 徳島 わかめ 韓国

きゅうり 愛知 たけのこ
愛媛、熊本
鹿児島

キャベツ 愛知 にんじん 徳島

コーン 北海道 さやいんげん 北海道

レモン 愛媛 もやし 福島

こまつな 東京

はくさい 千葉

かぼす 大分

玉ねぎ 北海道

えのき 長野

・セサミパン ・たけのこごはん

・ハンガリアンシチュー ・ししゃもの磯部揚げ

  ４月２６日（木）   ４月２７日（金）

・牛乳 ・牛乳

・キャベツのマリネ ・野菜のポン酢あえ

・新玉ねぎとわかめのみそ汁


