
食材 産地 食材 産地 食材 産地

いわし 千葉、北海道 豚肉 青森 油揚げ 北海道、長野

かつお節 鹿児島、静岡 焼き豆腐 北海道、長野 たこ モーリタニア

大豆 北海道 米 秋田 鶏肉 宮崎

油揚げ 北海道、長野 麦
富山、新潟
宮城、福井

米 秋田

米 秋田 ごま ボリビア、ガテマラ もち米 熊本

麦
富山、新潟
宮城、福井

しらたき 群馬 じゃがいも 北海道

じゃがいも 北海道 ちくわぶ（小麦粉） アメリカ、カナダ バター 北海道

しょうが 熊本 白菜 兵庫 ごぼう 埼玉

カブ 千葉 えのき 新潟 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

にんじん 千葉 ねぎ 群馬 にんじん 千葉

レモン汁
地中海沿岸
南米

しゅんぎく 栃木 さやいんげん 北海道

ごぼう 埼玉 もやし 栃木 しめじ 長野

大根 千葉 にんじん 千葉 こまつな 埼玉

ねぎ 群馬 きゅうり 高知 大根 神奈川

こまつな 埼玉 みかん 静岡

給食食材の産地（2月1日～2月28日）

・牛乳

・いわしのかば焼き丼

・かぶの三色漬け

・呉汁

  2月  5日（火）

・牛乳

・たこめし

・じゃがバターしょうゆ

・吹雪汁・もやしのごま酢あえ

  2月  1日（金）   2月  ４日（月）

・牛乳

・麦ごはん

・豚すき煮

・みかん



食材 産地 食材 産地 食材 産地

豚肉 青森 鶏肉 宮崎 タラ ロシア

えび ミャンマー かまぼこ（魚） アメリカ、タイ ベーコン 青森

大豆 北海道 卵 茨城 豚肉 青森

中華めん（小麦粉） アメリカ、カナダ 油揚げ 北海道、長野 寒天 南米

しょうが 熊本 米 秋田 丸パン（小麦粉） アメリカ、カナダ

にんじん 千葉 麦
富山、新潟
宮城、福井

じゃがいも 北海道

干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

仙台麩（小麦） アメリカ、カナダ マカロニ（小麦粉）
アメリカ、カナ
ダ

たけのこ 福岡、熊本 そうめん（小麦） オーストラリア キャベツ 愛知

白菜 群馬 さといも 埼玉 セロリ 静岡

もやし 栃木 まめふ（小麦） アメリカ にんじん 千葉

ニラ 茨城 玉ねぎ 北海道 玉ねぎ 北海道

こまつな 東京 にんじん 千葉 トマト缶 イタリア

キャベツ 愛知 えのき 新潟 レモン汁
地中海沿岸
南米

りんご 青森 万能ねぎ 宮城

ごぼう 埼玉

干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

こまつな 東京

ネーブルオレンジ 和歌山

 2月  6日（水）   2月  7日（木）   2月  8日（金）

・りんご ・ネーブルオレンジ ・レモンスカッシュゼリー

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・五目あんかけ焼きそば ・仙台麩丼 ・セルフフィッシュバーガー

・フライドビーンズサラダ ・おくずかけ ・ミネストローネ



食材 産地 食材 産地 食材 産地

豚肉 青森 ハタハタ 鳥取 豆乳（大豆） 九州

大豆 北海道 鶏肉 宮崎 ベーコン 青森

わかめ 韓国 米 秋田 鶏肉 宮崎

米 秋田 麦
富山、新潟
宮城、福井

卵 茨城

麦
富山、新潟
宮城、福井

こんにゃく 群馬 セサミパン（小麦） アメリカ、カナダ

ごま ボリビア、ガテマラ きりたんぽ 秋田 バター 北海道

じゃがいも 北海道 いぶりがっこ 国産 チョコレート アフリカ

にんにく 青森 ごぼう 埼玉 にんじん 千葉

玉ねぎ 北海道 にんじん 千葉 玉ねぎ 北海道

にんじん 埼玉 まいたけ 新潟 白菜 群馬

れんこん 茨城 ねぎ 千葉 コーン 北海道

ごぼう 埼玉 せり 宮城 ブロッコリー 香川

きゅうり 群馬 りんご 青森 きゅうり 群馬

キャベツ 愛知 キャベツ 愛知

コーン 北海道

いちご 栃木

・りんご

・きりたんぽ汁 ・チョコレートブラウニー

  2月  12日（火）   2月  13日（水）   2月  14日（木）

・牛乳 ・牛乳 ・コーヒー牛乳

・いちご ・ハタハタのから揚げ ・フレンチサラダ

・冬野菜のカレーライス ・麦ごはん ・セサミパン

・わかめサラダ ・いぶりがっこの炒り煮 ・冬野菜のクリームシチュー



食材 産地 食材 産地 食材 産地

ひじき

長崎、大分、
鹿児島、
熊本、広島、
山口

豚肉 青森 大豆 北海道

かつお節 静岡 大豆 北海道 わかめ 宮城

ちくわ（魚） インド、タイ チーズ 北海道 生揚げ 北海道、長野

いか 青森 スパゲティ（小麦） アメリカ、カナダ 豚肉 青森

米 秋田 にんにく 青森 かつお節 鹿児島、静岡

麦
富山、新潟
宮城、福井

セロリ 愛知 米 秋田

ごま ボリビア、ガテマラ 玉ねぎ 北海道 麦
富山、新潟
宮城、福井

こんにゃく 群馬 にんじん 千葉 ごま ボリビア、ガテマラ

さといも 埼玉 トマト缶 イタリア じゃがいも 北海道

はるさめ 鹿児島、宮崎 もやし 栃木 にんじん 埼玉

干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

キャベツ 愛知 白菜 群馬

にんじん 千葉 こまつな 東京 さやいんげん 北海道

大根 神奈川 りんご 青森 キャベツ 愛知

さやいんげん 北海道 もやし 栃木

キャベツ 愛知 こまつな 埼玉

きゅうり 群馬

もやし 栃木

しょうが 熊本

ポンカン 和歌山、熊本

・ポンカン

・いかと大根の炒め煮 ・りんご ・野菜のおかかあえ

・はるさめサラダ

・麦ごはん ・スパゲティミートソース ・わかめ大豆ごはん

・ひじきのふりかけ ・ガーリックサラダ ・生揚げと野菜の煮物

  2月  15日（金）   2月  18日（月）   2月  19日（火）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳



・むらくもスープ ・いちごゼリー

食材 産地 食材 産地 食材 産地

タラ ロシア 鶏肉 宮崎 ベーコン 青森

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

高野豆腐（大豆） 北アメリカ 鶏肉 宮崎

卵 茨城 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

チーズ 北海道

米 秋田 わかめ 韓国 寒天 南米

麦
富山、新潟
宮城、福井

米 秋田 ココアパン（小麦） アメリカ、カナダ

ごま ボリビア、ガテマラ 麦
富山、新潟
宮城、福井

じゃがいも 北海道

ゆず 高知 じゃがいも 北海道 バター 北海道

大根 神奈川 しょうが 熊本 玉ねぎ 北海道

にんじん 千葉 にんじん 千葉 にんじん 埼玉

キャベツ 愛知 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

マッシュルーム 岡山

こまつな 埼玉 こまつな 東京 ほうれん草 茨城

しょうが 熊本 玉ねぎ 北海道 セロリ 愛知

ねぎ 千葉 大根 神奈川 キャベツ 愛知

ねぎ 千葉 チンゲン菜 茨城

きよみオレンジ 和歌山 アセロラジュース ブラジル、ベトナム

いちご 栃木

・和風サラダ ・きよみオレンジ ・野菜スープ

・麦ごはん ・高野豆腐のそぼろ丼 ・ココアパン

・タラのゆず焼き ・根菜のみそ汁 ・ポテトグラタン

  2月  20日（水）   2月  21日（木）   2月  22日（金）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳



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

ちくわ（魚） インド、タイ 油揚げ 北海道、長野 卵 茨城

青のり 徳島、高知 わかめ 韓国 わかめ 韓国

中華めん（小麦） アメリカ、カナダ 米 秋田 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

しょうが 熊本 麦
富山、新潟
宮城、福井

米 秋田

にんにく 青森 ごま ボリビア、ガテマラ 麦
富山、新潟
宮城、福井

にんじん 千葉 キャベツ 愛知 ごま ボリビア、ガテマラ

もやし 栃木 もやし 栃木 しょうが 熊本

キャベツ 愛知 ほうれんそう 茨城 にんにく 青森

ねぎ 千葉 カブ 茨城 ぜんまい 徳島、高知

ニラ 茨城 にんじん 埼玉 たけのこ 福岡、熊本

コーン 北海道 玉ねぎ 北海道 こまつな 東京

りんご 青森 もやし 栃木

にんじん 埼玉

玉ねぎ 北海道

ねぎ 千葉

きよみオレンジ 和歌山

・りんご ・野菜のごまあえ ・きよみオレンジ

・かぶのみそ汁

・野菜たっぷりみそラーメン ・麦ごはん ・ビビンバ

・ちくわの磯部揚げ ・さばの塩焼き ・わかめスープ

  2月  25日（月）   2月  26日（火）   2月  27日（水）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳



食材 産地

鶏肉 宮崎

油揚げ 北海道、長野

かつお節 鹿児島、静岡

うずらの卵

千葉、茨城、
埼玉、群馬、
栃木、愛知、
静岡

米 秋田

麦
富山、新潟
宮城、福井

ごま ボリビア、ガテマラ

じゃがいも 北海道

しょうが 熊本

にんにく 青森

にんじん 埼玉

さやいんげん 北海道

切り干し大根 宮崎

・ゆかりごはん

・鶏肉のから揚げ

  2月  28日（木）

・ジョア

・うずらの卵の味玉

・切り干し大根の煮付け

・ポテトのおかかまぶし


