
食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地

にんじん 富士見町・千葉県 小大豆もやし 駒ケ根市 パセリ 茨城県

小松菜 富士見町 しめじ 飯田市 さつまいも 千葉県

キャベツ 富士見町 なめこ 木島平 しそ 愛知県

白菜 富士見町 豚肉 長野県 キャベツ 愛知県

ねぎ 富士見町 鶏肉 長野県 セロリー 愛知県

赤大根 富士見町 大豆 長野県 レンコン 愛知県

大根 富士見町 玉ねぎ 北海道 ゆず 高知県

じゃがいも 富士見町 にんにく 青森県 きゅうり 高知県

ほうれん草 富士見町・群馬県 ごぼう 青森県 しょうが 高知県

かぼちゃ 富士見町 ワカサギ 青森県 みかん 愛媛県

ミニ青梗菜 富士見町 サケ 岩手県 シラス 兵庫県

えのき 中野市 ワラサ 三陸 アサリ インドネシア

きゅうり 松本市 ブロッコリー 群馬県 エビ インドネシア

卵 松本市 ピーマン 茨城県 ホキ ニュージーランド

食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地

カリフラワー 茨城 ねぎ 長野 サバ 千葉

かぼちゃ 北海道、長野県産 パプリカ 長野、茨城 タラコ 北海道

キャベツ 愛知 白菜 長野県産 サワラ 韓国

きゅうり 宮崎 ブロッコリー 長野、愛知 エビ インドネシア

ごぼう 青森、長野 ほうれん草 長野、群馬 ギンダラ アメリカ

小松菜 長野、茨城 えのき 長野県産 塩イカ 福井

さつまいも 千葉 ぶなしめじ 〃

じゃがいも 北海道 なめこ 〃 鶏肉 長野

春菊 群馬 豚肉 長野

大根 長野、神奈川

玉ねぎ 北海道

青梗菜 長野 みかん 広島

人参 千葉、長野 キウイフルー
ツ

福岡

食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地

人参 富士見町、長野県、千葉県ねぎ 富士見町、長野県、群
馬県

バナナ フィリピン

しょうが 高知県 小ねぎ 静岡県 わらさ 青森県

ブロッコリー 愛知県 ピーマン 茨城県 えび インドネシア

キャベツ 愛知県 玉葱 北海道 いわし 千葉県

しめじ 長野県 じゃがいも 富士見町、北海道 いか 国内

セロリー 長野県 ほうれんそう 群馬県 さんま 国内

えのきたけ 長野県 にんにく 青森県 わかさぎ 国内

もやし 長野県 ごぼう 青森県 ししゃも カナダ

りんご 長野県 大根 神奈川県 肉類 長野県

小松菜 長野県、茨城県 かぼちゃ 鹿児島県 卵 石川県

白菜 富士見町、茨城県 かぶ 千葉県

きゅうり 長野県、群馬県 みかん 愛媛県

１２月の給食で使用した代表的な食材
 【富士見中学校】

 【本郷小学校】

 【富士見小学校】



食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地

たまねぎ 北海道 にんじん 千葉県・富士見町 キャベツ 愛知県・富士見町

ごぼう 青森県 こんにゃく 富士見町 豆腐 富士見町

きゅうり 宮崎県 にんにく 青森県 白菜 富士見町

チンゲンサイ 富士見町 冬菜 富士見町 りんご 富士見町

ゆず 徳島県・高知県 肉類 長野県 かぼちゃ 長野県

ほうれん草 富士見町 じゃがいも 富士見町 いか 国内

わかさぎ 青森県 鮭 根室 きのこ類 長野県

ブロッコリー 愛知県 長ネギ 富士見町 大根 富士見町

ニラ 高知県 しらす 兵庫県 みかん 静岡県

 【境小学校】


