
食材 産地 食材 産地 食材 産地

米・豚肉 青森 米 青森 中華めん（小麦粉） アメリカ・カナダ

もち米 熊本 豚肉・にんにく 青森

里芋 埼玉 しょうが 高知

鶏肉 宮崎

かつお節 静岡 白玉粉 千葉・茨城・埼玉

こんにゃく・キャベツ 群馬 にんじん 北海道 ちりめんじゃこ 瀬戸内海

しめじ・白菜 長野 キャベツ 群馬

いか ペルー もやし 福島

小松菜 東京（江戸川） しょうが 高知 いか ペルー

さやいんげん 沖縄 にんにく 青森 えび ミャンマー

えのきだけ 長野 わかめ 韓国 うずらの卵 愛知・静岡

もやし 福島 大根 千葉 チンゲン菜 千葉

たけのこ 福岡・熊本

巨峰 長野

※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。

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

※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。

・お月見だんご

給食食材の産地（10月2日～10月31日）

・牛乳

・おかかおにぎり

・肉じゃが煮

・野菜のからし和え

10月4日（水）

・牛乳

・五目あんかけ焼きそば

・甘辛ビーンズ

・くだもの（巨峰）

10月2日（月） 10月3日（火）

・ジョア

・十五夜炊き込みご飯

・いかの松かさ焼き

・みそ汁

にんじん・じゃが芋
玉ねぎ

北海道

にんじん・じゃが芋
玉ねぎ

北海道



食材 産地 食材 産地 食材 産地

米・にんにく 青森 米 青森・秋田

さんま 北海道・三陸

小麦粉 群馬・埼玉・栃木 にんにく 青森

しょうが 高知

豚肉・ベーコン（豚肉）青森

ベーコン（豚肉） 青森

レモン 愛媛 にんじん 北海道

ひよこ豆 アメリカ キャベツ 東京 ねぎ 栃木

キャベツ 群馬 サイダー 国内加工 大根 埼玉

マッシュルーム缶 岡山 ホールトマト イタリア ごぼう 千葉

いか ペルー 寒天 南米（国内加工） みかん 愛媛

えび ミャンマー セロリ 長野

セロリ 長野

パセリ 千葉

オリーブオイル・ホールトマト イタリア

なす 群馬

小麦粉 群馬・埼玉・栃木

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

丸パン・パン粉
（小麦粉）

アメリカ・カナダ

・くだもの（みかん）

・呉汁

・ムサカ（じゃが芋となすの重ね煮）

・レモンスカッシュゼリー

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・ピラフィ ・サーモンフィッシュバーガー ・ご飯

・トマトスープ ・さんまの松前煮

・レビィシアスーパ（ひよこ豆のスープ） ・即席漬け

バター・じゃが芋
にんじん・玉ねぎ
ほたて・チーズ

北海道

鮭・にんじん
玉ねぎ・じゃが芋

北海道
きゅうり・こんにゃく
キャベツ

群馬

10月5日（木） 10月6日（金） 10月10日（火）



食材 産地 食材 産地 食材 産地

コッペパン（小麦粉） アメリカ・カナダ 米 秋田 うどん（小麦粉） 国内

ココア 国内加工 さば ノルウェー ごぼう 青森

にんにく 青森 こんにゃく 群馬

しょうが 高知 にんじん 北海道

ねぎ・大根 埼玉 大根・さつま芋 千葉

わかめ 韓国 里芋 埼玉

パセリ 千葉 キャベツ・きゅうり 群馬 鶏肉 宮崎

しょうが 高知 小松菜 東京（江戸川） ねぎ 茨城

バナナ ペルー もやし 福島 もやし 福島

セロリ 長野 たまねぎ・にんじん 北海道 小松菜・キャベツ 東京

キャベツ 群馬 鶏肉 宮崎

フルーツミックス 山形 トック 長野

ベーコン、
フランククフルト（豚肉）
豚肉・にんにく

青森

10月13日（金）

・牛乳

・ご飯 ・けんちんうどん

・ポトフ ・さばの韓国焼き ・野菜のごま酢浸し

10月11日（水） 10月12日（木）

・牛乳

玉ねぎ・にんじん
じゃが芋

北海道

・牛乳

・トックスープ

・フルーツポンチ ・チョレギサラダ ・焼き芋

・ココア揚げ



食材 産地 食材 産地 食材 産地

ソフトフランスパン（小麦粉） アメリカ・カナダ 米 秋田 米 青森・秋田

明太子 アメリカ・ロシア 豚肉 青森

パセリ・大根 千葉 しらたき 群馬

にんじん 新潟

じゃが芋 北海道 にんにく 青森

ベーコン（豚肉） 青森 まいたけ・えのきだけ 長野 しょうが 高知

きゅうり 群馬 里芋 埼玉 玉ねぎ 北海道

もやし 福島 ねぎ 茨城 鶏肉 宮崎

小麦粉 群馬・埼玉・栃木 もやし 福島 しめじ・エリンギ 長野

小松菜 東京（江戸川） キャベツ 茨城

みかん 愛媛 にんじん 新潟

さつま芋 千葉

小麦粉 群馬・埼玉・栃木

小松菜 東京（江戸川）

もやし・梨 福島

わかめ 韓国

ちりめんじゃこ 瀬戸内海

麦

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・くだもの（みかん）

玉ねぎ・にんじん
じゃが芋・コーン

北海道

10月16日（月） 10月17日（火）

・明太子トースト ・ご飯 ・秋野菜のカレーライス

・コーンチャウダー ・芋煮 ・じゃこサラダ

10月18日（水）　

・大根サラダ ・なめたけ和え ・くだもの（梨）

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城



食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 青森・秋田 スパゲッティ（小麦粉） アメリカ・カナダ 米 青森・秋田

もち米 熊本 さんま 北海道・三陸

栗 熊本・茨城

鶏肉 宮崎 にんじん 新潟

にんじん 新潟 セロリ・しめじ 長野

しめじ 長野 玉ねぎ・バター 北海道 しょうが 高知

さやえんどう 愛知 ホールトマト イタリア 小麦粉 群馬・埼玉・栃木

かぼちゃ 北海道 小松菜・キャベツ 東京 白菜 長野

小麦粉 群馬・埼玉・栃木 小麦粉 群馬・埼玉・栃木 小松菜 東京（江戸川）

青のり 徳島・高知 もやし 福島 もやし 福島

みかんジュース 多国籍 しいたけ 秋田 ゆず 東京（三鷹）

マッシュルーム缶 岡山 玉ねぎ 北海道

パセリ 長野 にんじん 新潟

卵 茨城 卵 茨城

わかめ 韓国 わかめ 韓国

海草ミックス 三陸

りんご缶 山形

りんごジャム 多国籍

にんにく・豚ひき肉
りんごジュース

青森
栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

・かぼちゃの煮物 ・りんごケーキ ・むらくも汁

・野菜のゆず香和え

10月19日（木） 10月20日（金） 10月23日（月）

・オレンジジュース

・ふきよせおこわ ・スパゲッティきのこミートソース・さんまご飯

・とりのから揚げ ・海草サラダ

・牛乳・牛乳

麦



・みそ汁 ・ベーコンと白菜のスープ ・けんちん汁

食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 秋田 米 秋田

豚肉 青森 鮭 北海道

しょうが 高知 鶏肉 岩手 しょうが 高知

バター・コーン・玉ねぎ北海道 にんじん 新潟 ゆず 東京（三鷹）

ねぎ 茨城 小麦粉 群馬・埼玉・栃木 にんじん 新潟

キャベツ・えのきだけ長野 さつま芋 千葉 ごぼう 青森

わかめ 韓国 チーズ・玉ねぎ 北海道 こんにゃく 群馬

大根 千葉 白菜 長野 れんこん・ねぎ 茨城

キャベツ・きゅうり 群馬 さやいんげん 長崎

もやし 福島 鶏肉 宮崎

小松菜 東京（江戸川） 大根 千葉

ベーコン（豚肉） 青森 里芋 埼玉

大根 千葉 小松菜 東京（江戸川）

バターロールパン
マカロニ（小麦粉）

アメリカ・カナダ

・豚肉のしょうが焼き ・さつま芋のグラタン ・鮭の柚庵みそ焼き

・キャベツとコーンのカレーソテー ・もやしサラダ ・五目きんぴら

10月24日（火） 10月25日（水） 10月26日（木）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・ご飯 ・バターロールパン ・ご飯



食材 産地 食材 産地 食材 産地

中華めん（小麦粉） アメリカ・カナダ 米 青森 米 青森

しょうが 高知

にんにく・豚肉 青森

小麦粉 群馬・埼玉・栃木

にんじん 新潟 しょうが 高知

もやし 福島 いわしのたたきみ 鳥取

白菜 群馬 鶏ひき肉 宮崎 ベーコン（豚肉） 青森

ねぎ 埼玉 ねぎ・れんこん 茨城 鶏肉 岩手

にら 栃木 しその葉 愛知 マッシュルーム缶 岡山

白いんげん豆 北海道 キャベツ 群馬 赤ピーマン 宮崎

キャベツ 東京 ほうれん草 埼玉 ピーマン 茨城

みかん 愛媛 もやし 福島 マカロニ（小麦粉） アメリカ・カナダ

にんじん 新潟 セロリ 長野

大根 千葉 にんじん 新潟

玉ねぎ・じゃが芋 北海道 ホールトマト イタリア

さつま芋 千葉

タルトカップ（小麦粉）
アメリカ
国内生産

バター・玉ねぎ
かぼちゃ

北海道

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

・チキンピラフ

・揚げぎょうざ ・いわしのさんが焼き

10月27日（金） 10月30日（月）

・牛乳 ・牛乳

・みそラーメン ・麦ご飯

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

・ABCトマトスープ

・牛乳

・根菜のみそ汁

・くだもの（みかん） ・野菜のごま和え ・スィートパンプキンタルト

10月31日（火）


