
食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地
米 富士見町 えのき氷 長野県 みつば 栃木県・愛知県
キャベツ 富士見町・松本市・群馬県 りんご 長野県 小玉スイカ 群馬県
じゃがいも 富士見町・長崎県 生しいたけ 茅野市 なす 群馬県
ズッキーニ 富士見町 きゅうり 諏訪市・群馬県 ねぎ 千葉県
セロリー 富士見町・諏訪市 こねぎ 松本市 さつまいも 千葉県
大根 富士見町 卵 松本市・石川県 おかひじき 千葉県
紫玉ねぎ 富士見町 スイカ 松本市 塩イカ 福井県
玉ねぎ 富士見町・香川県 ごぼう 駒ヶ根市・青森県 もやし 山梨県
ブロッコリー 富士見町 小大豆もやし 駒ヶ根市 おくら 愛知県
おからこん
にゃく

富士見町 しめじ 伊那市・飯田市 トビウオ 和歌山県
みそ 富士見町 ほうれん草 野辺山 煮干し 広島県
ブロッコリー 富士見町 白菜 南相木村 しょうが 高知県
鶏肉 長野県 するめ 北海道 かぼちゃ 宮崎県
レタス 長野県 にんにく 青森県 もずく 沖縄県
大豆 長野県 いか 青森県・三陸 イナダ 韓国
豚肉 長野県 にんじん 青森県・千葉県 カチリ インドネシア
チンゲンサイ 長野県 ピーマン 岩手県
えのき氷 長野県 小松菜 茨城県

食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地
オクラ 鹿児島 トマト 長野 メカジキ 太平洋
かぼちゃ 茨城 ニラ 山形 ハマチ 鹿児島
キャベツ 長野 人参 千葉・青森 ホキ ニュージーランド
きゅうり 長野 なす 愛知・栃木 塩丸イカ 福井
小松菜 茨城 ねぎ 茨城
ごぼう 群馬 ピーマン 長野
じゃがいも 熊本・長崎・千葉 ブロッコリー 長野
ズッキーニ 長野 ほうれん草 長野
セルリー 長野 レタス 長野
大根 長野
玉ねぎ 愛知・長野 すもも 山梨
青梗菜 群馬 アンデスメロン 山形

食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地
キャベツ 富士見町、長野県 青ピーマン 長野県 ねぎ 茨城県
ほうれん草 富士見町、諏訪市 レタス 長野県 大根 北海道
ズッキーニ 富士見町 ブロッコリー 長野県 冷凍みかん 九州
玉葱 富士見町 トマト 長野県 オレンジ アメリカ
セロリー 富士見町 赤ピーマン 長野県 レモン アメリカ
ブルーベリー 富士見町

モロッコインゲ
ン

長野県 パイナップル フィリピン
じゃがいも 富士見町 すもも 長野県 あかうお アメリカ
きゅうり 長野県 にんじん 千葉県 まだこ 道北
えのきたけ 長野県 しょうが 高知県 かちり インドネシア
こねぎ 長野県 にんにく 青森県 塩丸いか 福井県
もやし 長野県 ごぼう 国産 アジ ニュージーランド
ぶなしめじ 長野県 オクラ 鹿児島県 あおさ 三重県
えりんぎ 長野県 なす 愛知県・栃木県 うなぎ 台湾
白菜 長野県 かぼちゃ 茨城県

7月の給食で使用した代表的な食材
 【富士見中学校】

 【富士見小学校】

 【本郷小学校】



食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地
大根 富士見町 きゃべつ 富士見町 きゃべつ 富士見町
玉ねぎ 富士見町 ブロッコリー 富士見町 大根 富士見町
インゲン 富士見町 じゃがいも 富士見町 小松菜 茨城県
にんじん 千葉県 ねぎ 茨城県 じゃがいも 長崎県
きゅうり 長野県 白菜 富士見町/長野県 肉類 長野県
小松菜 群馬県 メバル アメリカ えび タイ
南瓜 茨城県 ごぼう 群馬県 プラム 長野県
ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 富士見町 ほうれん草 長野県 いか 国内
たこ 道北

 【境小学校】


