
食材 産地 食材 産地 食材 産地

うどん（小麦） 北海道 米 秋田 食パン（小麦） アメリカ、カナダ

じゃがいも 長崎 麦
富山、新潟
宮城、福井

じゃがいも 長崎

鶏肉 宮崎 こんにゃく 群馬 ハム 青森

油揚げ 北海道、長野 ごま ボリビア、ガテマラ チーズ 北海道

ごぼう 青森 じゃがいも 長崎 ベーコン 青森

にんじん 千葉 ししゃも ノルウェー 豚肉 青森

だいこん 青森 茎わかめ 三陸 フランクフルト 青森

ねぎ 茨城 さつま揚げ アメリカ 玉ねぎ 北海道

こまつま 東京 ベーコン 青森 マッシュルーム 岡山

レモン汁 地中海沿岸諸国、 南米 ごぼう 熊本 ホールトマト イタリア

にんじん 千葉 ピーマン 茨城

さやいんげん 北海道 セロリ 長野

玉ねぎ 北海道 にんじん 千葉

こまつな 東京 にんにく 青森

しょうが 高知

キャベツ 東京

パセリ 千葉

みしょうかん 愛媛

  ６月  １日（金）   ６月  ４日（月）

・牛乳

・麦ごはん

・ししゃものカレー揚げ

     給食食材の産地（ 6月 1日～  6月 29日）

・牛乳

・五目うどん

・みそポテト

・レモンスカッシュゼリー

  ６月  ５日（火）

・牛乳

・ピザトースト

・ポトフ

・みしょうかん・茎わかめのきんぴら

・骨太みそ汁



食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 秋田 中華めん（小麦） アメリカ、カナダ 米 秋田

麦
富山、新潟
宮城、福井

ワンタンの皮（小麦） アメリカ、カナダ 麦
富山、新潟
宮城、福井

ごま ボリビア、ガテマラ ごま ボリビア、ガテマラ ごま ボリビア、ガテマラ

こんにゃく 群馬 豚肉 青森 マロニー 北海道

じゃがいも 長崎 大豆 北海道 豚肉 青森

車麩（小麦） アメリカ にんにく 青森 卵 群馬

鶏肉 宮崎 しょうが 高知 鶏肉 岩手

じゃこ
広島、香川
愛媛

玉ねぎ 北海道 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

こんぶ 北海道 にんじん 千葉 にんにく 青森

梅干し 青森 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

しょうが 高知

ごぼう 熊本 ねぎ 茨城 にんじん 千葉

にんじん 千葉 きゅうり 群馬 ねぎ 茨城

キャベツ 東京 もやし 福島 チンゲン菜 茨城

さやいんげん 北海道 キャベツ 東京 しいたけ 長野

こまつな 東京 小玉すいか 茨城 大豆もやし 福島

もやし 福島 こまつな 東京

冷凍みかん 和歌山 玉ねぎ 北海道

にら 茨城

・五目スープ

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・梅じゃこごはん ・ジャージャーめん ・チャーハン

・車麩と野菜の煮物 ・パリパリサラダ ・ナムル

・野菜のおひたし ・小玉すいか

・冷凍みかん

  ６月  ６日（水）   ６月  ７日（木）   ６月  ８日（金）



食材 産地 食材 産地 食材 産地

セサミパン（小麦粉） アメリカ、カナダ 米 秋田 米 秋田

マカロニ（小麦粉） アメリカ、カナダ 麦
富山、新潟
宮城、福井

バター 北海道

ベーコン 青森 ごま ボリビア、ガテマラ じゃがいも 北海道

鶏肉 岩手 こんにゃく 群馬 はちみつ アルゼンチン

チーズ 北海道 じゃがいも 長崎 ベーコン 青森

玉ねぎ 北海道 ひじき
長崎、大分
鹿児島、熊本
広島、山口

ウインナー 青森

にんじん 千葉 かつお節 静岡 えび ミャンマー

マッシュルーム 岡山 豚肉 青森 にんにく 青森

グリンピース ニュージーランド にんじん 千葉 セロリ 長野

こまつな 東京 玉ねぎ 北海道 玉ねぎ 北海道

もやし 福島 さやいんげん 北海道 ホールトマト イタリア

キャベツ 東京 キャベツ 東京 赤ピーマン 宮崎

コーン タイ きゅうり 栃木 ピーマン 茨城

冷凍みかん 和歌山 しょうが 高知 キャベツ 愛知

ぶどうジュース チリ きゅうり 栃木

にんじん 千葉

小玉すいか 茨城

・あじさいゼリー

・カレードレッシングサラダ ・肉じゃが ・小玉すいか

・冷凍みかん ・変わり漬け

・マカロニグラタン ・ひじきのふりかけ ・ハニーサラダ

  ６月  １１日（月）   ６月  １２日（火）   ６月  １３日（水）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・セサミパン ・麦ごはん ・ジャンバラヤ



食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 秋田 米 秋田 ミルクパン アメリカ、カナダ

あられ麩（小麦粉） アメリカ もち米 熊本 バター 北海道

いわし 鳥取 こんにゃく 群馬 じゃがいも 長崎

しょうが 高知 ごま ボリビア、ガテマラ マカロニ アメリカ、カナダ

もやし 福島 じゃがいも 長崎 豚肉 青森

ニラ 茨城 鶏肉 宮崎 金時豆 北海道

玉ねぎ 北海道 海苔 熊本、兵庫 大豆 北海道

えのき 長野 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

玉ねぎ 北海道

ねぎ 茨城 ちくわ インド、タイ にんじん 千葉

小松菜 東京 かつおぶし 静岡 キャベツ 東京

卵 群馬 きゅうり 茨城

切り干し大根 宮崎

えのき 長野

にんじん 千葉

さやいんげん 北海道

たけのこ 福岡、熊本

さやえんどう 千葉

玉ねぎ 北海道

しめじ 長野

ねぎ 茨城

小松菜 東京

・青菜とあられ麩のすまし汁 ・かきたま汁 ・マカロニサラダ

・いわしのかば焼き丼 ・とうふめし ・ミルクパン

・もやしのピリ辛炒め ・じゃがいもの土佐煮 ・豆のトマトシチュー

  ６月  １４日（木）   ６月  １５日（金）   ６月  １８日（月）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳



食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 秋田 蒸し中華めん 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

じゃがいも 長崎 ごま ボリビア、ガテマラ ごま 南米

こんにゃく 群馬 豚肉 青森 さわら 韓国

鶏肉 宮崎 いか ペルー 油揚げ 北海道、長野

高野豆腐（大豆） 北アメリカ 大豆 北海道 しょうが 高知

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

青のり 徳島、高知 にんじん 千葉

油揚げ 北海道、長野 わかめ 韓国 えのき 長野

しょうが 高知 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

キャベツ 東京

にんじん 千葉 しょうが 高知 こまつな 東京

干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

にんにく 青森 大根 青森

小松菜 東京 にんじん 千葉 ねぎ 茨城

大根 青森 もやし 福島

玉ねぎ 北海道 たけのこ 福岡、熊本

ねぎ 茨城 にら 長野

冷凍みかん 和歌山 ねぎ 茨城

玉ねぎ 北海道

チンゲン菜 長野

・冷凍みかん ・ポテトビーンズフライ ・煮びたし

・利休汁

・高野豆腐のそぼろ丼 ・塩焼きそば ・麦ごはん

・みだくさん汁 ・わかめスープ ・魚の照り焼き

  ６月  １９日（火）   ６月  ２０日（水）   ６月  ２１日（木）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳



食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 秋田 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

鶏肉 岩手

ごま ボリビア、ガテマラ こんにゃく 群馬 豆乳 九州

豚肉 青森 鶏肉 宮崎 えび ミャンマー

大豆 北海道 卵 群馬 いか ペルー

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

のり 熊本 セロリ 長野

にんにく 青森 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

玉ねぎ 北海道

セロリ 長野 わかめ 韓国 にんじん 千葉

玉ねぎ 北海道 玉ねぎ 北海道 こまつな 東京

にんじん 千葉 にんじん 千葉 マッシュルーム 岡山

ホールトマト イタリア 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

きゅうり 茨城

さやいんげん 北海道 さやいんげん 北海道 キャベツ 東京

キャベツ 愛知 もやし 福島 コーン タイ

きゅうり 宮崎 こまつな 東京 レモン汁 地中海沿岸諸国、 南米

メロン 茨城 ねぎ 茨城 冷凍みかん 和歌山

・メロン ・みそ汁 ・冷凍みかん

・ふわふわキーマカレー ・親子丼 ・豆乳クリームソーススパゲティ

・ごまサラダ ・磯部あえ ・キャベツのマリネ

  ６月  ２２日（金）   ６月  ２３日（土）   ６月  ２６日（火）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳



食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 秋田 コッペパン アメリカ、カナダ 米 秋田

麦
富山、新潟
宮城、福井

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 豚肉 青森 ごま ボリビア、ガテマラ

こんにゃく 群馬 大豆 北海道 鶏肉 宮崎

鮭 北海道、三陸 ベーコン 青森 卵 群馬

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

鶏肉 岩手 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

鶏肉 宮崎 玉ねぎ 北海道 油揚げ 北海道、長野

油揚げ 北海道、長野 にんじん 千葉 枝豆 東京

にんにく 青森 マッシュルーム 岡山 玉ねぎ 北海道

しょうが 高知 白菜 長野 にんじん 千葉

ねぎ 茨城 しめじ 長野 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

白菜 長野 パイン缶 インドネシア さやいんげん 北海道

こまつな 東京 みかん缶 和歌山 きゅうり 栃木

にんじん 熊本 黄桃缶 ギリシャ 小松菜 東京

もやし 福島

かぼす 徳島

ごぼう 宮崎

大根 北海道

・魚の香味焼き ・ベーコンと白菜のスープ煮 ・だし入り卵焼き

・野菜のポン酢あえ ・フルーツポンチ ・きゅうりのピリ辛

・鶏ごぼう汁 ・みそ汁

  ６月  ２７日（水）   ６月  ２８日（木）   ６月  ２９日（金）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・麦ごはん ・チリビーンズドック ・枝豆ごはん


