
食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 青森 スパゲッティ（小麦粉） アメリカ・カナダ 米 秋田・青森

豚肉・ウインナー 青森 ひじき 長崎・大分・熊本

セロリ 茨城 ツナ缶 国産

にんじん 徳島 鶏ひき肉 宮崎

玉ねぎ・粉チーズ 北海道 にんじん 徳島

マッシュルーム水煮 岡山 たけのこ水煮 福岡・熊本

にんじん 徳島 ホールトマト イタリア 長ねぎ・大根 千葉

長ねぎ・にら・きゅうり 千葉 ピーマン 高知 卵 群馬

キャベツ 群馬 キャベツ 愛知 えのきだけ 新潟

もやし 栃木 もやし 栃木 こんにゃく 埼玉

春雨 北海道・宮崎・鹿児島 きゅうり 千葉 小松菜 東京

しょうが 熊本 もも缶 山形 玉ねぎ 北海道

粉寒天 南米産長野加工 パイン缶 インドネシア

みかん缶 愛知・静岡
神奈川・和歌山

※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。

※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。

・みだくさん汁

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

にんにく・豚ひき肉
りんごジュース
りんご

青森

給食食材の産地（4月10日～4月28日）

・牛乳

・マーボー豆腐丼

・バンサンスー

・しゃきしゃきりんごゼリー

4月12日（水）

・牛乳

・ご飯

・ひじきとツナのつくだ煮

・ぎせい豆腐のあんかけ

4月10日（月） 4月11日（火）

・牛乳

・スパゲッティナポリタン

・春キャベツサラダ

・フルーツヨーグルト



食材 産地 食材 産地 食材 産地

丸パン・パン粉（小麦粉）アメリカ・カナダ 米 秋田・青森 米 青森

ホキ ニュージーランド 鶏もも肉 宮崎

小麦粉 群馬・埼玉・栃木 しょうが 熊本

もやし 栃木

キャベツ 愛知 小麦粉 群馬・埼玉・栃木

チンゲン菜・かぶ 千葉 にんじん・わかめ 徳島 にんにく 青森

ほうれん草・セロリ 茨城 小松菜 東京 玉ねぎ・じゃが芋 北海道

キャベツ 愛知 たけのこ水煮 福岡・熊本 鶏もも肉 宮崎

じゃが芋 青森 にんじん 徳島

しめじ 長野 チャツネ タイ

長ねぎ 千葉 小松菜 東京

キャベツ 愛知

わかめ 韓国

ちりめんじゃこ 広島・香川・愛媛

いちご 栃木

アセロラ果汁 国内加工

粉寒天 南米産長野加工

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

・若竹汁

・青菜とコーンのソテー ・鶏もも肉の照り焼き ・わかめとじゃこサラダ

・キャベツとかぶのスープ ・野菜のごま和え ・いちごゼリー

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・セルフフィッシュバーガー ・ご飯 ・チキンカレーライス

4月13日（木） 4月14日（金） 4月17日（月）

ベーコン・じゃが芋
にんにく

青森

バター・コーン
玉ねぎ
白いんげん豆

北海道



食材 産地 食材 産地 食材 産地

蒸し中華めん（小麦粉） アメリカ・カナダ 米 青森 食パン(小麦粉） アメリカ・カナダ

豚肉・じゃが芋 青森

にんじん 徳島

玉ねぎ 北海道 小麦粉 群馬・埼玉・栃木

キャベツ 愛知 粉かつお・新じゃが芋 鹿児島 豆乳（大豆） 九州

もやし 栃木 ちりめんじゃこ 広島・香川・愛媛

えのきだけ 新潟 豚ひき肉 青森

しょうが 熊本 にんじん 徳島 にんじん 徳島

にら 千葉 大根 千葉 メープルシロップ カナダ

卵 群馬 玉ねぎ 北海道 もやし 栃木

高野豆腐（大豆） 北アメリカ さやえんどう 愛知 キャベツ 愛知

きゅうり 茨城 マッシュルーム缶 岡山

もやし 栃木 きゅうり・パセリ 茨城

ひじき 長崎・大分・熊本

デコポン 熊本

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

・牛乳 ・牛乳

・パンチビーンズ ・芽ひじきのサラダ ・キャロットソースサラダ

・くだもの(デコポン)

北海道

ベーコン（豚肉）
じゃが芋・にんにく

青森

バター・玉ねぎ
コーン・鮭

・いためやきそば ・ご飯　・手作りふりかけ ・メープルシロップトースト

・にらたまスープ ・新じゃがのそぼろ煮 ・さけのクリームシチュー

4月18日（火） 4月19日（水） 4月20日（木）

・牛乳



食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 青森 米 青森 きしめん 国内加工

にんじん 徳島

豚肉 青森

かまぼこ アメリカ・タイ

しょうが 熊本 長ねぎ 埼玉

長ねぎ 千葉 小松菜 東京

玉ねぎ 北海道 豚肉 青森 糸かつお 鹿児島

にんじん 徳島 えび インドネシア キャベツ 愛知

さやいんげん 沖縄 卵 群馬 もやし 栃木

キャベツ 愛知 小松菜 東京 にんじん 徳島

鶏肉 宮崎 にんじん 徳島 米 秋田・青森

しょうが 熊本 玉ねぎ・じゃが芋 北海道 もち米 熊本

豚肉 埼玉 もやし 栃木

大根・長ねぎ 千葉 わかめ 韓国

ごぼう 埼玉

さつま芋 茨城

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

麦

栃木、埼玉、富山
福井、宮城、群馬
長野、新潟、静岡
茨城

・沢煮わん ・野菜チップス ・五平もち

・親子丼 ・小松菜チャーハン ・きしめん

・即席漬け ・もやしスープ ・キャベツのからし和え

4月21日（金） 4月24日（月） 4月25日（火）　

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

こんにゃく・卵
きゅうり

群馬



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 青森・秋田 米 青森・秋田

パセリ 茨城 たけのこ・なつみ 愛媛 もち米 熊本

にんじん 徳島 ささげ 岡山

さやいんげん 鹿児島 さわら 韓国

にんじん 徳島 ししゃも ノルウェー じゃが芋・玉ねぎ 北海道

ホールトマト イタリア 小麦粉 群馬・埼玉・栃木 にんじん 徳島

キャベツ 神奈川 こんにゃく 埼玉

えのきだけ 新潟 さやいんげん 鹿児島

もやし 栃木 わかめ 韓国 えのきだけ 新潟

さやいんげん 鹿児島 かまぼこ 国内加工

キャベツ 愛知 長ねぎ 千葉

わかめ 韓国

・ガーリックトースト ・たけのこご飯 ・赤飯

・チリコンカン ・ししゃものごま天ぷら ・さわらのみそ焼き

4月26日（水） 4月27日（木） 4月28日（金）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

・コーンサラダ ・春キャベツとわかめのみそ汁 ・じゃが芋のきんぴら

・くだもの（なつみ） ・すまし汁

にんにく・豚肉
ベーコン（豚肉）
りんご

青森

大豆・金時豆
バター・玉ねぎ
じゃが芋・コーン

北海道


