
食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 秋田 米 秋田 米 秋田

麦
富山、新潟
宮城、福井

麦
富山、新潟
宮城、福井

麦
富山、新潟
宮城、福井

トック 新潟 こんにゃく 群馬 ごま ボリビア、ガテマラ

ごま ボリビア、ガテマラ ごま ボリビア、ガテマラ じゃがいも 北海道

豚肉 青森 鶏肉 宮崎 鮭 北海道

鶏肉 岩手 油揚げ 北海道、長野 油揚げ 北海道、長野

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

にんじん 徳島

玉ねぎ 北海道 卵 群馬 さやえんどう 静岡

にんじん 徳島 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

玉ねぎ 北海道

もやし 栃木 もやし 栃木 大根 千葉

りんご 青森 にんじん 徳島 こまつな 東京

しょうが 熊本 きゅうり 千葉

にんにく 青森 ねぎ 茨城

ニラ 茨城 こまつな 東京

たけのこ 福岡、熊本

ねぎ 茨城

チンゲン菜 茨城

みしょうかん 愛媛

※ヨーグルトは年間を通して神奈川、千葉、群馬、北海道、岩手、宮城が主要な産地ですが、

季節など事情により産地が変わることがあります。

　　給食食材の産地（  5月 1日～  5月  31日）

・牛乳

・プルコギ丼

・トックスープ

・みしょうかん

  ５月  ７日（月）

・牛乳

・麦ごはん

・魚のお茶の葉揚げ

・じゃがいものきんぴら・みそ汁

５月 １日（火） ５月  ２日（水）

・牛乳

・こぎつねごはん

・もやしのごま酢あえ

・みそ汁



食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 秋田 米 秋田 米 秋田

麦
富山、新潟
宮城、福井

麦
富山、新潟
宮城、福井

麦
富山、新潟
宮城、福井

鶏肉 岩手 ごま ボリビア、ガテマラ ごま ボリビア、ガテマラ

いか ペルー じゃがいも 北海道 鶏肉 宮崎

えび ミャンマー わかめ 三陸 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

ベーコン 青森 生揚げ 北海道、長野 油揚げ 北海道、長野

卵 群馬 豚肉 青森 しょうが 熊本

にんにく 青森 にんじん 熊本 はくさい 茨城

玉ねぎ 北海道 はくさい 茨城 もやし 栃木

にんじん 熊本 さやいんげん 北海道 こまつな 埼玉

トマト 栃木 だいこん 千葉 ゆず 高知

赤ピーマン 高知 もやし 栃木 なめこ 山形、群馬

パセリ 茨城 キャベツ 茨城 ねぎ 茨城

もも缶 ギリシャ しょうが 熊本

パイン缶 インドネシア オーガニックバナナ ペルー

みかん缶
愛知、和歌山
静岡、神奈川

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・パエリア ・わかめごはん ・麦ごはん

  ５月  ８日（火）   ５月  ９日（水）   ５月  １０日（木）

・オーガニックバナナ ・なめこ汁

・ソパ・デ・アホ ・生揚げと野菜の煮物 ・照り焼きチキン

・フルーツヨーグルト ・和風サラダ ・ゆず香あえ



食材 産地 食材 産地 食材 産地

ココアパン（小麦粉） アメリカ、カナダ 米 秋田 食パン（小麦粉） アメリカ、カナダ

じゃがいも 長崎 麦
富山、新潟
宮城、福井

じゃがいも 長崎

マカロニ アメリカ、カナダ ごま ボリビア、ガテマラ マカロニ アメリカ、カナダ

ベーコン 青森 わかさぎ 北海道 チーズ 北海道

鶏肉 岩手 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

卵 群馬

豆乳 九州 ちくわ 北海道 ハム 青森

チーズ 北海道 のざわな漬け 長野 ベーコン 青森

豚肉 青森 ねぎ 茨城 豚肉 青森

アスパラガス 栃木 にんじん 熊本 玉ねぎ 北海道

玉ねぎ 北海道 キャベツ 愛知 ほうれん草 茨城

にんじん 熊本 もやし 栃木 にんにく 香川

マッシュルーム インドネシア ゆかり 静岡、三重 セロリ 長野

にんにく 香川 えのき 新潟 にんじん 熊本

しめじ 長野 ほうれん草 茨城 キャベツ 愛知

キャベツ 茨城 ホールトマト イタリア

パセリ 茨城

・ココアパン ・のざわなごはん ・チーズトースト

・アスパラとポテトのグラタン ・わかさぎの南蛮漬け ・スペイン風オムレツ

  ５月  １１日（金）   ５月  １４日（月）   ５月  １５日（火）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・ABCスープ ・野菜のゆかりがけ ・ミネストローネ

・おおびら



食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 秋田 うどん（小麦） 北海道 米 秋田

麦
富山、新潟
宮城、福井

じゃがいも 長崎 麦
富山、新潟
宮城、福井

こんにゃく 群馬 かつお節 鹿児島、静岡 ごま 南米

豚肉 青森 鶏肉 宮崎 豚肉 青森

鶏肉 宮崎 油揚げ 北海道、長野 大豆 北海道

卵 群馬 青のり 徳島、高知 わかめ 韓国

わかめ 韓国 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

にんにく 香川

しょうが 熊本 にんじん 熊本 しょうが 熊本

ごぼう 埼玉 玉ねぎ 北海道 玉ねぎ 北海道

にんじん 熊本 姫たけのこ 青森、秋田 セロリ 長野

玉ねぎ 北海道 わらび 青森、秋田 にんじん 熊本

はくさい 茨城 えのき 新潟 キャベツ 愛知

ねぎ 埼玉 ねぎ 埼玉 きゅうり 千葉

チンゲン菜 茨城 キャベツ 愛知 小玉すいか 茨城

みかん缶
愛知、和歌山
静岡、神奈川

もやし 栃木

  ５月  １６日（水）  ５月  １７日（木）   ５月  １８日（金）

・牛乳

・卵とわかめのスープ ・青のりポテト ・わかめサラダ

・カルピスゼリー ・野菜のおかかあえ ・小玉すいか

・牛乳 ・牛乳

・豚肉のうま煮丼 ・山菜うどん ・ドライカレーライス



食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 秋田 ソフトフランスパン（小麦） アメリカ、カナダ 米 秋田

はるさめ 鹿児島、宮崎 バター 北海道 麦
富山、新潟
宮城、福井

ごま ボリビア、ガテマラ じゃがいも 長崎 さば ノルウェー

豚肉 青森 ごま ボリビア、ガテマラ 油揚げ 北海道、長野

いか ペルー ベーコン 青森 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

えび ミャンマー 鶏肉 宮崎 わかめ 韓国

うずらの卵

千葉、茨城
埼玉、群馬
栃木、愛知
静岡

白いんげん豆 北海道 しょうが 熊本

しょうが 熊本 にんにく 香川 切り干し大根 宮崎

にんにく 香川 パセリ 茨城 にんじん 熊本

ねぎ 茨城 セロリ 静岡 さやいんげん 北海道

干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

玉ねぎ 北海道 ねぎ 茨城

にんじん 熊本 にんじん 熊本

たけのこ 福岡、熊本 マッシュルーム 岡山

玉ねぎ 北海道 こまつな 江戸川

はくさい 茨城 キャベツ 愛知

もやし 栃木 きゅうり 群馬

きゅうり 群馬 コーン タイ

りんごジュース 中国、南アフリカなど

  ５月  ２１日（月）

・ごはん ・ガーリックトースト ・麦ごはん

・八宝菜 ・クリームシチュー ・さばの竜田揚げ

  ５月  ２２日（火）   ５月  ２３日（水）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・春雨サラダ ・キャロットソースサラダ ・切り干し大根の煮付け

・アップルゼリー ・みそ汁



食材 産地 食材 産地 食材 産地

スパゲティ アメリカ、カナダ 米 秋田 米 秋田

ベーコン 青森 もち米 熊本 麦
富山、新潟
宮城、福井

えび ミャンマー じゃがいも 長崎 豚肉 青森

いか ペルー バター 北海道、長野 鶏肉 宮崎

チーズ 北海道 ごま ボリビア、ガテマラ にんにく 香川

にんにく 香川 鶏肉 宮崎 セロリ 長野

玉ねぎ 北海道 油揚げ 北海道、長野 玉ねぎ 北海道

にんじん 熊本 ごぼう 埼玉 にんじん 熊本

ホールトマト イタリア 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

マッシュルーム 岡山

パセリ 茨城 にんじん 熊本 ホールトマト イタリア

キャベツ 東京 キャベツ 東京 パセリ 茨城

こまつな 江戸川 さやいんげん 北海道 キャベツ 神奈川

赤ピーマン 高知 もやし 栃木 チンゲン菜 茨城

コーン タイ 小玉すいか 茨城

りんご 青森

みしょうかん 愛媛

  ５月  ２４日（木）   ５月  ２５日（金）   ５月  ２９日（火）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・シーフードトマトスパゲティ ・五目とりめし ・ポークストロガノフ

・カラフルサラダ ・じゃがバターしょうゆ ・野菜スープ

・みしょうかん ・野菜のごまあえ ・小玉すいか



食材 産地 食材 産地

米 秋田 米 秋田

ごま ボリビア、ガテマラ 麦
富山、新潟
宮城、福井

さといも 鹿児島 じゃがいも 長崎

さわら 韓国 鶏肉 宮崎

油揚げ 北海道、長野 にんじん 熊本

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

玉ねぎ 北海道

ねぎ 茨城 さやえんどう 千葉

キャベツ 神奈川 キャベツ 神奈川

にんじん 徳島 きゅうり 群馬

えのき 新潟 しょうが 熊本

ごぼう 埼玉 冷凍みかん 九州

だいこん 千葉

・魚のねぎみそ焼き ・じゃがいものそぼろ煮

・キャベツとえのきのおひたし ・即席漬け

・けんちん汁 ・冷凍みかん

  ５月  ２４日（木）   ５月  ２５日（金）

・牛乳 ・牛乳

・ごはん ・麦ごはん


