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食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地

かぶ 千葉 ねぎ 群馬 鰯 三重

かぼちゃ メキシコ パプリカ 茨城 鰆 韓国

キャベツ 愛知 白菜 長野 鯖 ノルウェー

きゅうり 愛知 ブロッコリー 愛知 エビ インドネシア

ごぼう 青森 ピーマン 宮崎 塩いか 福井

小松菜 茨城 ほうれん草 群馬

さつまいも 千葉 みず菜 茨城 牛肉 長野

じゃがいも 他移動 ぶなしめじ 長野 鶏肉 長野

セルリー 愛知 黒豆 長野 豚肉 長野

大根 神奈川

青梗菜 静岡 いちご 群馬、愛知、熊本

玉ねぎ 北海道 いよかん 愛媛

なばな 岐阜、三重 デコポン 熊本

人参 千葉

食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地

人参 千葉県 玉ねぎ 北海道 イカ 国内

かぶ 千葉県 いよかん 愛媛県 エビ ギアナ

しょうが 高知県 にんにく 青森県 ホタテ 青森県

きゅうり 愛知県 ごぼう 青森県 たらこ 釧路

みつば 愛知県 赤ピーマン 茨城県 いわし 千葉県

セロリー 愛知県 はくさい 茨城県 ギンダラ カナダ

キャベツ 愛知県 小松菜 茨城県 カニ 福井県

さといも 愛知県 青ピーマン 宮崎県 カラスガレイ ロシア

いちご 愛知県 大根 神奈川県 卵 石川県

ゆず 長野県 ブロッコリー 群馬県 牛肉 長野県

えりんぎ 長野県 ねぎ 群馬県 豚肉 長野県

しめじ 長野県 ほうれんそう 群馬県 鶏肉 長野県

もやし 長野県
じゃがいも 北海道

食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地

玉ねぎ 北海道 きゅうり 愛知県 セロリー 愛知県

きゃべつ 愛知県 ごぼう 愛知県・青森県 にんじん 千葉県・富士見町

こんにゃく 伊那市・富士見町 小松菜 茨城県 ほうれん草 群馬県

じゃがいも 北海道・富士見町 ブロッコリー 群馬県 ニラ 東京都

白菜 富士見町・茨城県 大根 富士見町 ねぎ 富士見町

りんご 富士見町 みかん 高知県 いちご 静岡県

鯖 ノルウェー 鮭 北海道 鱈 沼津

2月の給食で使用した代表的な食材

 【境小学校】

 【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

にんじん 富士見町・千葉県 エリンギ 長野県 まいたけ 新潟県

ねぎ 富士見町 えのき 中野市 卵 石川県

大根 富士見町 ごぼう 駒ヶ根市・青森県 イワシ 静岡県

白菜 富士見町 小大豆もやし 駒ヶ根市 こねぎ 静岡県

大豆 富士見町 しめじ 飯田市 アサリ 静岡県

米 富士見町 信州サーモン 明科 三つ葉 愛知県

こんにゃく 富士見町 玉ねぎ 北海道 いちご 愛知県

かぼちゃ 富士見町 冷凍ﾎｰﾙｺｰﾝ 北海道 ブロッコリー 愛知県

じゃがいも 富士見町・北海道 にんにく 青森県 きゅうり 高知県

キャベツ 富士見町・愛知県 イカ 青森県 しょうが 高知県

みそ 富士見町 ピーマン 茨城県 ニラ 高知県

りんご 富士見町 パセリ 栃木県・千葉県 ゆず 高知県

棒寒天 長野県諏訪郡 きょうな 栃木県 カチリ 大分県

鶏肉 長野県 小松菜 栃木県 きくらげ 九州

豚肉 長野県 ほうれん草 群馬県 たけのこ水煮 九州

豆腐 長野県 菜の花 千葉県 エビ インドネシア

なめこ 長野県 サトイモ 千葉県 ワカメ 韓国

凍り豆腐 長野県 さつまいも 千葉県 サワラ 韓国

 【富士見中学校】


