
食材 産地 食材 産地 食材 産地

鶏肉 宮崎 鶏肉 宮崎

卵 群馬 卵 群馬

米 秋田 チーズ ニュージーランド 丸パン・パン粉（小麦粉） アメリカ・カナダ

かぼちゃ・バター 北海道 うどん・もち 国産 小麦粉 群馬・埼玉・栃木

かぶ 東京 わかめ 韓国 セロリ 静岡

にんじん・じゃが芋 東京（八王子） えのきだけ 新潟 にんじん・じゃが芋 東京

大根・ねぎ 東京（三鷹） ねぎ・キャベツ 東京（練馬・三鷹） パセリ 茨城

せり 茨城 にんじん 東京 玉ねぎ 北海道

小松菜 東京（江戸川） 玉ねぎ 北海道 ぽんかん・しょうが 熊本

みつば 千葉

※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。

豚ひき肉・ベーコン
ウインナー（豚肉）
にんにく

青森

給食食材の産地（1月1日～1月31日）

・牛乳

・七草ぞうすい

・じゃが芋のバターじょうゆ

・パンプキンプリン

1月12日（金）

・牛乳

・焼きカレーパン

・ポトフ

・くだもの（ぽんかん）

1月10日（水） 1月11日（木）

・牛乳

・卵とじうどん

・キャベツとわかめのお浸し

・いそべもち

※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、ボリビア・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

さわら 韓国
豚肉・ラード・にんに
く

青森 鶏肉 宮崎

高野豆腐 カナダ えび ミャンマー 寒天 南米産加工地伊那

小豆 北海道 いか ペルー 米 秋田

なると巻 アメリカ

ちゃんぽんめん 国産

パン粉（小麦粉） アメリカ・カナダ

米 秋田 もち米・しょうが 熊本 じゃが芋 東京

大根 東京（練馬） にんじん 東京 小麦粉 アメリカ・カナダ

にんじん・じゃが芋 東京 チンゲン菜・ねぎ 茨城

さやいんげん 沖縄 もやし・いちご 栃木

こんにゃく 群馬 キャベツ 東京（練馬） きゅうり 群馬

しょうが 熊本 玉ねぎ 北海道 もやし 栃木

れんこん 佐賀 キャベツ 東京（三鷹）

ねぎ 茨城 玉ねぎ・コーン 北海道

ごぼう 埼玉 にんじん 東京・埼玉

にんにく
りんごジュース
りんごのかんづめ

青森

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

・ちゃんぽんめん ・大豆入りカレーライス

・アップルゼリー

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

・肉だんごのもち米蒸し ・フレンチサラダ

1月15日（月） 1月16日（火） 1月17日（水）

・小豆ご飯

・牛乳

・れんこんのきんぴら

・けの汁

・魚の照り焼き

・くだもの（いちご）

・コーヒー牛乳 ・牛乳



・くだもの（ぽんかん）

食材 産地 食材 産地 食材 産地

豚肉 青森 豚肉・にんにく 青森

塩昆布 北海道 米 秋田

米 秋田 卵・パセリ 茨城

にんじん 東京 強力粉 アメリカ・カナダ

さやいんげん 沖縄 薄力粉 群馬・埼玉・栃木

小松菜 東京（江戸川） にんじん・じゃが芋 東京（八王子） 春雨 北海道・宮崎・鹿児島

こんにゃく 群馬 カルピス 群馬・岡山 にんじん 東京

玉ねぎ 北海道 オリーブオイル イタリア にら 茨城

キャベツ 東京（練馬） セロリ 静岡 しょうが 熊本

もやし 栃木 みかん缶 和歌山 ねぎ 東京（三鷹）

ぽんかん 熊本 玉ねぎ 北海道 きゅうり 千葉

フルーツミックス 山形 もやし 栃木

レモン 熊本 りんご 長野・青森

1月22日（月）

・牛乳

・ポークビーンズ ・春雨サラダ

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

・かしうさウインナーパン ・マーボー豆腐丼

・肉豆腐

・牛乳

・いそ和え ・カルピスポンチ ・くだもの（りんご）

・ご飯　

・牛乳

ウインナー（豚肉）
豚肉

青森

1月19日（金）1月18日（木）



食材 産地 食材 産地 食材 産地

さば ノルウェー 豚肉 青森 鮭 北海道

わかめ 韓国 わかめ 韓国 米 秋田

米 秋田 ちりめんじゃこ 瀬戸内海

きゅうり 群馬 もやし・いちご 栃木

にんじん・里芋 東京 もち・うどん 国産

しょうが 熊本 スパゲッティ（小麦粉）アメリカ・カナダ 強力粉 アメリカ・カナダ

えのきだけ 新潟 にんじん 東京

もやし 栃木 小松菜 東京（江戸川）

白菜・ねぎ 東京（練馬・三鷹） しめじ 長野（伊那） ごぼう 埼玉

玉ねぎ 北海道 さやいんげん 沖縄

ねぎ 東京（練馬・三鷹） 小松菜 東京（江戸川）

きゅうり 群馬 切り干し大根 国産

白菜・ねぎ 東京（練馬・三鷹）

中力粉・にんじん
じゃが芋

東京

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

1月23日（火） 1月24日（水）

・ご飯 ・もち入りきつねうどん ・塩おむすび

・野菜のごま酢和え ・くだもの（いちご）

・さばの煮付け

・切り干し大根の煮付け

・みだくさん汁 ・すいとん

・じゃこサラダ ・焼き魚

1月25日（木）　

麦



食材 産地 食材 産地 食材 産地

ベーコン（豚肉） 青森 あなご ペルー・国内加工

とびうおミンチ 鳥取 豚ひき肉 埼玉・群馬

鶏ひき肉 宮崎 卵 群馬 豚肉 埼玉・群馬

スパゲッティ（小麦粉） アメリカ・カナダ 鶏ひき肉 宮崎 鶏ひき肉 宮崎

にんじん 東京 米 秋田 しらす干し 瀬戸内

ホールトマト イタリア きなこ 北海道

パセリ 茨城 にんじん 東京

にんにく 青森 チンゲン菜 茨城

セロリ 愛知 春雨 北海道・宮崎・鹿児島 もやし 栃木

玉ねぎ 北海道 さやえんどう 愛知 キャベツ 愛知

もやし 栃木 小松菜 東京（江戸川） レモン 国産

マッシュルーム缶 岡山 にんじん 東京（八王子） ねぎ 東京（三鷹）

きゅうり 群馬 しょうが 熊本

ごぼう 埼玉 ねぎ・白菜 東京（三鷹）

りんご 長野・青森 えのきだけ 新潟

葉ねぎ 宮城

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

コッペパン
ワンタンの皮（小麦粉）

アメリカ・カナダ

・キャベツのレモン和え

・くだもの（りんご） ・塩ちゃんこ汁 ・ワンタンスープ

・ごぼうチップスサラダ ・小松菜入り卵焼き

・ジョア

1月26日（金） 1月27日（土） 1月30日（火）

・牛乳

・とびうおミートスパゲッティ ・あなごご飯 ・きなこ揚げパン

・牛乳



食材 産地

米 秋田

豚肉・ベーコン（豚肉） 青森

小麦粉 群馬・埼玉・栃木

玉ねぎ・バター 北海道

オリーブオイル イタリア

マカロニ（小麦粉） アメリカ・カナダ

にんじん 東京

パセリ 茨城

ブロッコリー 香川

白菜 東京（練馬・三鷹）

もやし 栃木

・白菜のクリームシチュー

・ブロッコリーのサラダ

・牛乳

・キャロットライス

1月31日（水）

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城


