
食材 産地 食材 産地 食材 産地

豚肉 青森 鶏肉 岩手 豚肉 青森

大豆 北海道 ベーコン 青森 生中華めん（小麦） アメリカ、カナダ

米 秋田 白いんげん豆 北海道 ごま ボリビア、ガテマラ

麦
富山、新潟
宮城、福井

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

じゃがいも 北海道

にんにく 青森 米 秋田 きゅうり 群馬

しょうが 高知 麦
富山、新潟
宮城、福井

もやし 福島

玉ねぎ 北海道 じゃがいも 北海道 にんじん 北海道

人参 北海道 トマトジュース アメリカ ごぼう 宮崎

セロリ 長野 にんじん 北海道 しょうが 高知

キャベツ 群馬 玉ねぎ 北海道 にがうり 佐賀

こまつな 東京 マッシュルーム 岡山 かぼちゃ 山形

赤ピーマン 高知 ピーマン 茨城 冷凍アップル 青森

コーン タイ セロリ 長野

りんご 青森 ズッキーニ 東京

巨峰 長野 こまつな 東京

なし 長野

給食食材の産地（  8月  28日～  9月  28日）

・牛乳

・ドライカレー

・カラフルサラダ

・巨峰

  8月  30日（木）

・牛乳

・冷やし中華

・野菜チップス

・冷凍アップル・なし

  8月  28日（火）   8月  29日（水）

・牛乳

・チキンライス

・豆とズッキーニのスープ



食材 産地 食材 産地 食材 産地

さわら 韓国 鶏肉 宮崎 ベーコン 青森

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

油揚げ 北海道、長野 鶏肉 岩手

豚肉 青森 かつお節 鹿児島、静岡 大豆 北海道

鶏肉 岩手 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

ココアパン（小麦） アメリカ、カナダ

わかめ 韓国 卵 群馬 じゃがいも 北海道

米 秋田 米 秋田 バター 北海道

麦
富山、新潟
宮城、福井

麦
富山、新潟
宮城、福井

セロリ 長野

ごま ボリビア、ガテマラ こんにゃく 群馬 玉ねぎ 北海道

はるさめ 鹿児島、宮崎 にんじん 北海道 にんじん 北海道

にんにく 青森 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

もやし 福島

しょうが 高知 キャベツ 群馬 マッシュルーム 岡山

ねぎ 茨城 もやし 福島 こまつな 東京

にんじん 北海道 ねぎ 茨城 きゅうり 栃木

玉ねぎ 北海道 こまつな 東京 キャベツ 群馬

もやし 福島 冷凍みかん 和歌山 コーン タイ

にら 茨城 巨峰 山梨

・わかめスープ ・冷凍みかん ・巨峰

  9月  3日（月）   9月  4日（火）

・チャプチェ ・むらくもスープ ・レモたまドレッシングサラダ

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・麦ごはん ・こぎつねごはん ・ココアパン

・魚の韓国焼き ・野菜のおかかあえ ・ホワイトシチュー

  8月 31 日（金）



食材 産地 食材 産地 食材 産地

鮭 北海道、三陸 豚肉 青森 鶏肉 宮崎

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

大豆 北海道 卵 群馬

油揚げ 北海道、長野 わかめ 韓国 油揚げ 北海道、長野

わかめ 韓国 じゃこ 瀬戸内 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

米 秋田 中華めん（小麦粉） アメリカ、カナダ 米 秋田

麦
富山、新潟
宮城、福井

ごま ボリビア、ガテマラ 麦
富山、新潟
宮城、福井

ごま ボリビア、ガテマラ にんにく 青森 こんにゃく 群馬

パン粉（小麦） アメリカ、カナダ しょうが 高知 さといも 千葉

はくさい 長野 玉ねぎ 北海道 しょうが 高知

こまつな 東京 人参 北海道 にんじん 北海道

にんじん 北海道 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

ごぼう 青森

もやし 福島 ねぎ 茨城 ねぎ 茨城

かぼす 大分 きゅうり 群馬 さやいんげん 北海道

玉ねぎ 北海道 こまつな 群馬 大根 北海道

もやし 福島 なし 長野

キャベツ 群馬

レモン
地中海沿岸
南米

パイン缶 インドネシア

みかん缶 和歌山

黄桃缶 ギリシャ

カルピス 群馬、岡山

  9月 5日（水）   9月  6日（木）   9月  7日（金）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・野菜のポン酢あえ ・カルピスポンチ ・なし

・みそ汁

・麦ごはん ・ジャージャーめん ・五目そぼろ丼

・鮭フライ ・わかめとじゃこのサラダ ・けんちん汁



食材 産地 食材 産地 食材 産地

豚肉 青森 サバ ノルウェー 豚肉 青森

きなこ 北海道 油揚げ 北海道、長野 大豆 北海道

コッペパン（小麦） アメリカ、カナダ 米 秋田 スパゲティ アメリカ、カナダ

バター 北海道 麦
富山、新潟
宮城、福井

じゃがいも 北海道

しょうが 高知 じゃがいも 北海道 ごま ボリビア、ガテマラ

にんじん 北海道 こんにゃく 群馬 にんにく 青森

玉ねぎ 北海道 ごま ボリビア、ガテマラ セロリ 長野

干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

にんじん 北海道 玉ねぎ 北海道

キャベツ 群馬 さやいんげん 北海道 なす 群馬

こまつな 東京 大根 北海道 人参 北海道

冷凍みかん 和歌山 ねぎ 茨城 トマト イタリア

ピーマン 茨城

キャベツ 群馬

きゅうり 群馬

巨峰 山梨

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・きな粉揚げパン ・麦ごはん ・なすとしめじのﾐｰﾄｽﾊﾟｹﾞﾃｨ

  9月 10日（月）   9月  11日（火）   9月  12日（水）

・みそ汁

・洋風すいとん ・さばの文化干し ・じゃがいも入りサラダ

・冷凍みかん ・じゃがいものきんぴら ・巨峰



食材 産地 食材 産地 食材 産地

わかめ 韓国 豚肉 青森 ひじき

長崎、大分、
鹿児島、
熊本、広島、
山口

鶏肉 宮崎 いか ペルー かつお節 静岡

卵 群馬 えび ミャンマー 鶏肉 宮崎

豚肉 青森 うずらの卵

千葉、茨城、
埼玉、群馬、
栃木、愛知、
静岡

寒天 南米

米 秋田 鶏肉 岩手 米 秋田

麦
富山、新潟
宮城、福井

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

麦
富山、新潟
宮城、福井

ごま ボリビア、ガテマラ 米 秋田 じゃがいも 北海道

じゃがいも 北海道 麦
富山、新潟
宮城、福井

ごま ボリビア、ガテマラ

バター 北海道 にんにく 青森 人参 北海道

玉ねぎ 北海道 しょうが 高知 玉ねぎ 北海道

にんじん 北海道 玉ねぎ 北海道 さやいんげん 北海道

干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

人参 北海道 キャベツ 群馬

さやいんげん 北海道 たけのこ 福岡、熊本 きゅうり 茨城

大根 北海道 キャベツ 群馬 しょうが 高知

ねぎ 茨城 さやいんげん 北海道 黄桃缶 ギリシャ

こまつな 東京 白菜 長野

にら 茨城

なし 長野

・わかめごはん ・中華丼 ・麦ごはん

・だし入り卵焼き ・にらと豆腐のスープ ・ひじきのふりかけ

  9月 13日（木）   9月  14日（金）   9月  18日（火）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・ミルクゼリー

・沢煮椀 ・なし ・じゃがいものそぼろ煮

・じゃがバターしょうゆ ・即席漬け



食材 産地 食材 産地 食材 産地

ししゃも ノルウェー 鶏肉 宮崎 鶏肉 宮崎

油揚げ 北海道、長野 ベーコン 青森 大豆 北海道

豚肉 青森 セサミパン（小麦） アメリカ、カナダ 油揚げ 北海道、長野

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

じゃがいも 北海道 いか ペルー

米 秋田 バター 北海道 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

麦
富山、新潟
宮城、福井

にんにく 青森 米 秋田

こんにゃく 群馬 レモン汁
地中海沿岸
南米

もち米 熊本

ねぎ 茨城 トマトピューレ（トマト） アメリカ さといも 千葉

切り干し大根 宮崎 玉ねぎ 北海道 あられ麩（小麦） アメリカ

人参 北海道 パセリ 千葉 白玉粉
千葉、埼玉、
茨城

さやいんげん 北海道 人参 北海道 人参 北海道

ごぼう 宮崎 コーン タイ 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

大根 北海道 こまつな 東京 しめじ 長野

玉ねぎ 北海道 さやいんげん 北海道

しょうが 高知

玉ねぎ 北海道

えのき 長野

ねぎ 栃木

こまつな 東京

  9月 19日（水）   9月  20日（木）   9月  21日（金）

・シシャモの南蛮漬け ・鶏肉のケバブ ・いかのしょうが焼き

・切り干し大根の煮付け ・ポテトのソテー ・青菜とあられ麩のすまし汁

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・麦ごはん ・セサミパン ・十五夜炊き込みごはん

・豚汁 ・ハブチュチョルバス ・月見団子



食材 産地 食材 産地 食材 産地

豚肉 青森 豚肉 青森 豚肉 青森

油揚げ 北海道、長野 厚揚げ 北海道、長野 白いんげん豆 北海道

大豆 北海道 寒天 南米 鶏肉 宮崎

じゃこ
広島、香川、
愛媛

米 秋田 卵 群馬

うどん 北海道 麦
富山、新潟
宮城、福井

わかめ 韓国

ごま ボリビア、ガテマラ にんにく 青森 ミルクパン（小麦） アメリカ、カナダ

さつまいも 千葉 しょうが 高知 じゃがいも 北海道

干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

人参 北海道 パン粉 アメリカ、カナダ

人参 北海道 たけのこ 福岡、熊本 人参 北海道

玉ねぎ 北海道 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

玉ねぎ 北海道

たけのこ 徳島、愛媛 キャベツ 群馬 キャベツ 群馬

しめじ 長野 ピーマン 茨城 赤ピーマン 茨城

えのき 長野 ねぎ 茨城 しょうが 高知

こまつな 東京 もやし 福島 チンゲン菜 静岡

キャベツ 群馬 にら 栃木 なし 長野

もやし 福島 オレンジジュース ブラジル

しょうが 高知

  9月 25日（火）   9月  26日（水）   9月  27日（木）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・サツマイモ・大豆・じゃこの揚げ煮 ・もやしのピリ辛炒め ・ボイル野菜

・おひさまゼリー ・卵とわかめのスープ

・きのこうどん ・麦ごはん ・ミルクパン

・野菜のしょうがじょうゆあえ ・厚揚げとキャベツの味噌炒め ・豆入りコロッケ

・なし



食材 産地

さんま 北海道、三陸

糸寒天 東京伊豆諸島

米 秋田

麦
富山、新潟
宮城、福井

さつまいも 千葉

人参 北海道

もやし 福島

キャベツ 群馬

ねぎ 長野県伊那市

玉ねぎ 北海道

・麦ごはん

・さんまの塩焼き

・糸寒天のサラダ

・さつまいものみそ汁

  9月  28日（金）

・牛乳


