
食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地

ほうれん草 富士見町・諏訪市・茨城県 にんにく 青森県 カツオ 静岡県

じゃがいも 富士見町 イカ 青森県・愛知県 みつば 愛知県

米 富士見町 ごぼう 青森県 キャベツ 愛知県

みそ 富士見町 ホタテ 青森県 しそ 愛知県

黒豆 富士見町 マス 岩手県 ブロッコリー 愛知県

ふき 富士見町 白菜 茨城県 きくらげ 九州地方

コーレ 富士見町 パセリ 茨城県 煮干し 広島県

えのき 諏訪市 セロリー 茨城県 新玉ねぎ 佐賀県

きゅうり 諏訪市 大根 茨城県・千葉県 甘夏みかん 熊本県

卵 原村 キャベツ 茨城県 にんじん 徳島県

小大豆もやし 駒ヶ根市 ピーマン 茨城県 筍 徳島県・愛媛県

しめじ 飯田市 きゅうり 群馬県 清見オレンジ 愛媛県

鶏肉 長野県 青梗菜 群馬県 しょうが 高知県

豚肉 長野県 小松菜 埼玉県 にら 高知県

モロッコいんげん長野県 ねぎ 千葉県 乾燥わかめ 韓国

なめこ 長野県 おかひじき 千葉県 赤ピーマン 韓国

玉ねぎ 北海道・千葉県 じゃがいも 千葉県・静岡県・長崎県 キス タイ

昆布 北海道 もやし 山梨県 桜エビ 台湾

大豆 北海道 まいたけ 新潟県 アスパラガス メキシコ

サケ 北海道 さやえんどう 静岡県 かぼちゃ メキシコ

Ｈ26

食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地

玉ねぎ 佐賀・愛知 レタス 長野県産 シシャモ カナダ

じゃがいも 長崎・鹿児島 えんどう 群馬・静岡 カツオ 焼津港水揚

ほうれん草 長野県産・群馬・茨城 ふき 愛知・長野県産 サバ ノルウェー

ねぎ 群馬・茨城 たけのこ 三重 サゴシ 韓国

ブロッコリー 埼玉・愛知 しめじ 長野県産 ギンザケ チリ

大根 千葉 えのき 長野県産

キャベツ 愛知・神奈川

きゅうり 山梨・長野県産

セルリー 茨城・長野県産・静岡・愛知

小松菜 長野県産・茨城

人参 徳島

アスパラガス 長野県産

食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地

にんじん 徳島県 ぶなしめじ 長野県 キャベツ 愛知県、神奈川県

にんにく 青森県 ブロッコリー 埼玉県 チンゲン菜 群馬県

しょうが 高知県 白菜 茨城県 小松菜 茨城県、長野県

玉ねぎ 北海道、佐賀県 ピーマン 茨城県 きゅうり 山梨県、長野県

たけのこ 静岡県 セロリー 茨城県 卵 石川県

二十日大根 愛知県 清見オレンジ 愛媛県 豚・鶏・牛肉 長野県

みつば 愛知県 甘夏 熊本県 カツオ 焼津

５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】



えのきだけ 長野県 バナナ フィリピン ホキ ニュージーランド

もやし 長野県 パセリ 千葉県 イカ 三陸

アスパラガス 長野県 じゃがいも 長崎県 マス 三陸

コーレ 長野県 ほうれんそう 茨城県、群馬県 エビ インドネシア

エリンギ 長野県 ねぎ 茨城県、群馬県 さごし 韓国

食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地

玉ねぎ 佐賀県・北海道 ねぎ 群馬県 にんじん 徳島県

小松菜 長野県 レタス 茨城県 きゃべつ 愛知県

大根 群馬県・千葉県 もやし 長野県 三つ葉 愛知県

ほうれん草 群馬県・富士見町 チンゲンサイ 群馬県 しらす 愛知県

かつお 焼津 鮭 北海道 肉類 長野県

ごぼう 松本市 きゅうり 塩尻市 セロリー 愛知県

わらさ 三陸 いちご 愛知県

 【本郷小学校】


