
食材 産地 食材 産地 食材 産地

鶏肉 宮崎 豚肉 青森 ベーコン 青森

高野豆腐（大豆） 北アメリカ 青のり 徳島、高知 チーズ 北海道

豚肉 青森 大豆 北海道 豚肉 青森

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

ウインナー 青森

米 秋田 卵 群馬 食パン（小麦） アメリカ、カナダ

麦
富山、新潟
宮城、福井

もずく 沖縄 じゃがいも 北海道

こんにゃく 群馬 中華めん（小麦） アメリカ、カナダ 玉ねぎ 北海道

里芋 埼玉 じゃがいも 北海道 マッシュルーム 岡山

しょうが 高知 しょうが 高知 トマト缶 イタリア

にんじん 北海道 にんじん 北海道 エリンギ 長野

干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

しめじ 長野

こまつな 東京 玉ねぎ 北海道 ピーマン 茨城

ごぼう 青森 キャベツ 群馬 セロリ 長野

しめじ 長野 もやし 福島 にんじん 北海道

ねぎ 栃木 ねぎ 茨城 キャベツ 群馬

りんご 山形 パセリ 千葉

みかん 愛媛

給食食材の産地（11月1日～11月30日）

・牛乳

・高野豆腐のそぼろ丼

・いもこ汁

・りんご

  11月  5日（月）

・牛乳

・森のピザトースト

・ポトフ

・みかん・もずくスープ

  11月  1日（木）   11月  2日（金）

・牛乳

・ソース焼きそば

・スパイシービーンズポテト



食材 産地 食材 産地 食材 産地

のり 熊本 豚肉 青森 タラ ロシア

豚肉 青森 大豆 北海道 豆腐
北海道、山形
宮城、長野

米 秋田 うどん 北海道 わかめ 三陸

麦
富山、新潟
宮城、福井

さつまいも 千葉 米 秋田

こんにゃく 群馬 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 にんじん 北海道 ごま 南米

にんじん 北海道 玉ねぎ 北海道 レモン 地中海地方

玉ねぎ 北海道 キャベツ 群馬 だいこん 千葉

さやいんげん 北海道 ねぎ 茨城 だいこんの葉 千葉

キャベツ 群馬 こまつな 埼玉 キャベツ 群馬

えのき 長野 白菜 千葉 ほうれん草 群馬

もやし 福島 にんじん 北海道

ゆず 高知 ねぎ 栃木

 11月  6日（火）   11月  7日（水）   11月  8日（木）

・肉じゃが煮 ・お豆とさつまいものかりんとう ・野菜のごまあえ

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・麦ごはん ・カレーうどん ・麦ごはん

・キャベツとえのきのおひたし ・みそ汁

・のりの佃煮 ・ゆず香あえ ・魚のみぞれがけ



食材 産地 食材 産地 食材 産地

かまぼこ（魚） アメリカ、タイ 豚肉 青森 鮭 北海道、三陸

生揚げ 北海道、長野 豚レバー 青森 卵 群馬

卵 群馬 大豆 北海道 豚肉 青森

寒天 南米 えび ミャンマー かつお節 鹿児島、静岡

赤えんどう豆 北海道 いか ペルー 米 秋田

米 秋田 チーズ 北海道 麦
富山、新潟
宮城、福井

麦
富山、新潟
宮城、福井

スパゲティ（小麦） アメリカ、カナダ 里芋 埼玉

こんにゃく 群馬 にんにく 青森 しょうが 高知

玉ねぎ 北海道 セロリ 長野 にんじん 北海道

にんじん 北海道 玉ねぎ 北海道 だいこん 千葉

干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

トマト缶 イタリア れんこん 茨城

こまつな 群馬 にんじん 北海道 さやいんげん 北海道

もやし 福島 きゅうり 群馬 かぶ 千葉

ニラ 茨城 キャベツ 群馬 かぶの葉 千葉

パイン缶 インドネシア コーン缶 北海道 レモン 地中海地方

もも缶 ギリシャ レモン 地中海地方

みかん缶 和歌山 りんご 青森

・フルーツみつ豆 ・りんご ・かぶの三色漬け

・木の葉丼 ・スパゲティシーフードソース ・鮭たまごはん

・もやしのピリ辛炒め ・キャベツのマリネ ・根菜のそぼろ煮

  11月  9日（金）   11月  12日（月）   11月  13日（火）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳



食材 産地 食材 産地 食材 産地

豚肉 青森 鶏肉 宮崎 ベーコン 青森

大豆 北海道 油揚げ 北海道、長野 鶏肉 宮崎

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

わかさぎ 北海道 チーズ 北海道

わかめ 韓国 米 秋田 豚肉 青森

米 秋田 こんにゃく 群馬 ココアパン（小麦） アメリカ、カナダ

バター 北海道 じゃがいも 北海道 バター 北海道

ごま ボリビア、ガテマラ にんじん 新潟 マカロニ カナダ、アメリカ

にんにく 青森 しいたけ 長野 玉ねぎ 北海道

セロリ 長野 しめじ 長野 にんじん 北海道

玉ねぎ 北海道 ごぼう 青森 マッシュルーム 岡山

トマト缶 イタリア まいたけ 長野 グリンピース ニュージーランド

にんじん 北海道 さやいんげん 北海道 セロリ 長野

さやいんげん 北海道 キャベツ 東京 キャベツ 群馬

もやし 福島 きゅうり 群馬 こまつな 東京

キャベツ 群馬 しょうが 高知 みかん 愛媛

柿 奈良 だいこん 東京

こまつな 東京

・柿 ・変わり漬け ・野菜スープ

・根菜のすまし汁 ・みかん

・キーマカレー ・きのこごはん ・ココアパン

・わかめサラダ ・わかさぎのから揚げ ・マカロニグラタン

  11月  14日（水）   11月  15日（木）   11月  16日（金）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳



・みかん

食材 産地 食材 産地 食材 産地

豚肉 青森 生揚げ 北海道、長野 ベーコン 青森

豚レバー 青森 豚肉 青森 えび ミャンマー

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

米 秋田 米 秋田

寒天 南米 麦
富山、新潟
宮城、福井

麦
富山、新潟
宮城、福井

米 秋田 じゃがいも 北海道 バター 北海道

麦
富山、新潟
宮城、福井

にんじん 北海道 じゃがいも 北海道

にんにく 青森 白菜 長野 玉ねぎ 北海道

しょうが 高知 さやいんげん 北海道 にんじん 北海道

たけのこ 福岡、熊本 きゅうり 茨城 マッシュルーム 岡山

ねぎ 茨城 もやし 福島 パセリ 千葉

にんじん 北海道 みかん 愛媛 ごぼう 青森

干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

にんにく 青森

ニラ 茨城 柿 新潟

キャベツ 群馬

きゅうり 茨城

もやし 福島

レモン
地中海沿岸
南米

・レモンスカッシュゼリー ・もやしときゅうりのピリ辛あえ ・柿

・マーボー豆腐丼 ・麦ごはん ・エビピラフ

・春雨サラダ ・生揚げと野菜の煮物 ・根菜のクリームスープ

  11月  17日（土）   11月  20日（火）   11月  21日（水）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳



食材 産地 食材 産地 食材 産地

鮭 北海道、三陸 豚肉 青森 大豆 北海道

茎わかめ 三陸 油揚げ 北海道、長野 いか ペルー

さつま揚げ（魚） アメリカ かまぼこ（魚） アメリカ、タイ わかめ 韓国

油揚げ 北海道、長野 ツナ（主原料） タイ、ベトナム 鶏肉 宮崎

米 秋田 うどん 北海道 寒天 南米

麦
富山、新潟
宮城、福井

さつまいも 千葉 米 秋田

こんにゃく 群馬 干ししいたけ
宮崎、大分
熊本、福岡

麦
富山、新潟
宮城、福井

ごま ボリビア、ガテマラ にんじん 北海道 ごま ボリビア、ガテマラ

玉ねぎ 北海道 玉ねぎ 北海道 しらたき 群馬

にんじん 北海道 白菜 茨城 かわらせんべい（小麦） オーストラリア

ごぼう 青森 ねぎ 茨城 しょうが 高知

ねぎ 茨城 こまつな 東京 ごぼう 青森

さやいんげん 北海道 もやし 福島 にんじん 北海道

だいこん 千葉 キャベツ 群馬 ねぎ 茨城

こまつな 群馬 だいこん 千葉

りんご 青森

・茎わかめのきんぴら ・スイートポテト ・せんべい汁

・みだくさん汁 ・しゃきしゃきりんごゼリー

・麦ごはん ・五目うどん ・わかめ大豆ごはん

・鮭のもみじ焼き ・ツナと野菜のからしあえ ・いかのしょうが焼き

  11月  22日（木）   11月  26日（月）   11月  27日（火）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳



食材 産地 食材 産地 食材 産地

豆腐
北海道、山形
宮城、長野

鶏肉 宮崎 いわし 千葉

豚肉 青森 ひよこ豆 アメリカ 鶏肉 宮崎

ひじき

長崎、大分、
鹿児島、
熊本、広島、
山口

食パン（小麦） アメリカ、カナダ 卵 群馬

卵 群馬 バター 北海道 わかめ 韓国

ベーコン 青森 じゃがいも 北海道 米 秋田

油揚げ 北海道、長野 マーマレード 広島 麦
富山、新潟
宮城、福井

米 秋田 玉ねぎ 北海道 しょうが 高知

バター 北海道 にんじん 北海道 ねぎ 茨城

玉ねぎ 北海道 にんにく 青森 にんじん 北海道

しめじ 長野 コーン缶 北海道 キャベツ 群馬

えのき 長野 パセリ 千葉 もやし 福島

コーン缶 北海道 キャベツ 群馬 ゆかり 静岡、三重

キャベツ 群馬 きゅうり 群馬 玉ねぎ 北海道

こまつな 群馬 りんご 長野県伊那市 こまつな 東京

・キャベツとコーンのソテー ・ひよこ豆のサラダ ・卵とわかめのスープ

・みそ汁 ・りんご

・ごはん ・オレンジトースト ・いわしの南蛮丼

・和風ハンバーグきのこソース ・コーンシチュー ・野菜のゆかりがけ

  11月  28日（水）   11月  29日（木）   11月  30日（金）

・ジョア ・牛乳 ・牛乳


