
食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 秋田 パインパン（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 長崎 麦
富山、新潟
宮城、福井

バター 北海道 ごま 南米 ごま ボリビア、ガテマラ

じゃがいも 長崎 鶏肉 宮崎 こんにゃく 群馬

ベーコン 青森 豆乳（大豆） 九州 さわら 韓国

えび ミャンマー わかめ 韓国 鶏肉 宮崎

チーズ 北海道 玉ねぎ 香川 しょうが 熊本

鶏肉 岩手 にんじん 千葉 キャベツ 群馬

玉ねぎ 香川 かぼちゃ 鹿児島 もやし 栃木

にんじん 千葉 こまつな 東京 ねぎ 茨城

パセリ 茨城 キャベツ 長野 にんじん 千葉

マッシュルーム 岡山 きゅうり 群馬 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

はくさい 群馬 すいか 千葉 だいこん 青森

とうがん 愛知 こまつな 東京

こまつな 東京

・吉野汁・すいか

　　　給食食材の産地（7月2日～7月19日）

・牛乳

・エビピラフ

・ポテトのチーズ焼き

・とうがんのスープ

  ７月 ４日（水）

・牛乳

・麦ごはん

・魚の西京みそ焼き

・野菜のごまあえ・わかめサラダ

  ７月  ２日（月）   ７月  ３日（火）

・牛乳

・パインパン

・豆乳かぼちゃシチュー



食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 秋田 米 秋田 うどん 北海道

麦
富山、新潟
宮城、福井

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 ごま ボリビア、ガテマラ じゃがいも 長崎

小エビ 瀬戸内海 麩（小麦） カナダ 豚肉 青森

大豆 北海道 そうめん（小麦） 北海道 大豆 北海道

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

鶏肉 宮崎 しょうが 熊本

玉ねぎ 香川 高野豆腐（大豆） 北アメリカ にんにく 青森

にんじん 千葉 卵 群馬 にら 茨城

大根 青森 豚肉 青森 もやし 栃木

さやいんげん 北海道 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

にんじん 千葉

ねぎ 茨城 たけのこ 福岡、熊本 きゅうり 群馬

こまつな 東京 にんじん 千葉 とうもろこし 群馬

メロン 茨城 かんぴょう 栃木

さやえんどう 岩手

ねぎ 茨城

こまつな 東京

ぶどうジュース チリ

パイン缶 タイ

・田舎みそ汁 ・天の川汁 ・スパイシービーンズポテト

・メロン ・グレープゼリー ・ゆでとうもろこし

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・大豆のかき揚げ丼 ・七夕ちらし寿司 ・スタミナサラダうどん

 ７月  ５日（木）   ７月  ６日（金）   ７月  ９日（月）



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

もち米 熊本

こんにゃく 群馬 じゃがいも 長崎 豚肉 青森

じゃがいも 長崎 はるさめ 鹿児島、宮崎 昆布 北海道

のり 熊本 鶏肉 宮崎 さつま揚げ 主原料アメリカ

鶏肉 宮崎 にんにく 青森 ツナ 主原料タイ、ベトナム

昆布 北海道 玉ねぎ 佐賀 卵 群馬

高野豆腐（大豆） 北アメリカ ズッキーニ 千葉 鶏肉 宮崎

玉ねぎ 香川 トマト 千葉 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

ごぼう 埼玉 かぼちゃ 神奈川 もずく 沖縄

にんじん 千葉 なす 群馬 にんじん 千葉

たけのこ 福岡、熊本 キャベツ 長野 さやいんげん 北海道

さやいんげん 北海道 きゅうり 千葉 もやし 栃木

えのき 新潟 にんじん 千葉 たけのこ 福岡、熊本

キャベツ 長野 もやし 栃木 えのき 新潟

しょうが 熊本 ねぎ 茨城

冷凍みかん 和歌山 こまつな 東京

冷凍パイン 沖縄

  ７月  １０日（火）   ７月  １１日（水）   ７月  １２日（木）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・麦ごはん ・夏野菜のカレーライス ・シシジューシー

・のりの佃煮 ・春雨サラダ ・にんじんシリシリ

・高野豆腐と野菜のうま煮 ・冷凍みかん ・もずくスープ

・キャベツとえのきのおひたし ・冷凍アップル



食材 産地 食材 産地 食材 産地

黒砂糖パン（小麦） アメリカ、カナダ 米 秋田 米 秋田

鮭 北海道、三陸 麦
富山、新潟
宮城、福井

麦
富山、新潟
宮城、福井

豚肉 青森 ごま ボリビア、ガテマラ 豚肉 青森

レンズ豆 アメリカ こんにゃく 群馬 鶏肉 宮崎

パセリ 茨城 大豆 北海道 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

にんにく 青森 わかめ 主原料韓国 卵 群馬

玉ねぎ 佐賀 ししゃも ノルウェー しょうが 高知

にんじん 千葉 青のり 徳島、高知 にんにく 青森

キャベツ 長野県 さつま揚げ 主原料アメリカ たけのこ 福岡、熊本

ホールトマト イタリア 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

にんじん 青森

ブロッコリー 長野県伊那市 油揚げ 北海道、長野 もやし 栃木

ごぼう 埼玉 ピーマン 茨城

れんこん 茨城 にら 山形

にんじん 青森 玉ねぎ 佐賀

さやいんげん 北海道 すいか 千葉

玉ねぎ 佐賀

  ７月  １３日（金）   ７月  １７日（火）   ７月  １８日（水）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・黒砂糖パン ・わかめ大豆ごはん ・チンジャオロース丼

・魚のパン粉焼き ・ししゃもの磯部揚げ ・にら玉スープ

・レンズ豆のスープ ・五目きんぴら ・すいか

・みそ汁



食材 産地

スパゲティ（小麦） アメリカ、カナダ

豚肉 青森

チーズ 北海道

しょうが 高知

にんにく 青森

セロリ 長野

玉ねぎ 佐賀

にんじん 青森

ホールトマト イタリア

キャベツ 長野

きゅうり 群馬

コーン タイ

黄桃缶 ギリシャ

パイン缶 インドネシア

みかん缶 和歌山

・フルーツヨーグルト

・ミートスパゲティ

・キャロットソースサラダ

  ７月  １９日（木）

・牛乳


