
食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地

米 富士見町 もち米 富士見町 ごぼう 青森県

にんじん 富士見町 もちきび 富士見町 にんにく 青森県

ほうれん草 富士見町 えのき 長野県・篠ノ井・中野市 ワカサギ 秋田県

キャベツ 富士見町 豚肉 長野県 ピーマン 茨城県

ねぎ 富士見町 ブロッコリー 長野県・諏訪市 青梗菜 茨城県

さつまいも 富士見町 鶏肉 長野県 水菜 茨城県

大根 富士見町 油揚げ 長野県 里芋 埼玉県

生いもこんにゃく 富士見町 豆腐 長野県 大根 千葉県

りんご 富士見町 パセリ 長野県・茨城県 まいたけ 新潟県

大豆 富士見町 卵 長野県 もやし 山梨県

レッドキドニー 富士見町 長いも 松本市 みつば 愛知県

白いんげん豆 富士見町 しめじ 飯山市・飯田市 しそ 愛知県

かぼちゃ 富士見町 小大豆もやし 駒ケ根市 イワシ 三重県

米粉 富士見町 なめこ 伊那市 みかん 和歌山県

じゃがいも 富士見町 きゅうり 諏訪市・群馬県 煮干し 広島県

小松菜 富士見町・茨城県 しいたけ 茅野市 しょうが 高知県

白菜 富士見町 玉ねぎ 北海道 ホキ ニュージーランド

古代米 富士見町 鮭 北海道

食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地

かぶ 千葉 ねぎ 長野富士見、長野 鮭 北海道

かぼちゃ 長野富士見 パセリ 長野塩尻 カチリ インドネシア

キャベツ 長野原村、松本 白菜 長野富士見 ニジマス 長野飯田

きゅうり 群馬 ピーマン 長野塩尻 サンマ 宮城

ごぼう 長野 黄ピーマン 韓国

小松菜 茨城 ブロッコリー 長野富士見

さつまいも 長野富士見、茨城 ほうれん草 長野富士見、群馬

じゃがいも 北海道 みず菜 茨城

セルリー 長野松本 ルバーブ 長野富士見

大根 長野富士見 みかん 三重、広島

玉ねぎ 北海道北見、帯広 りんご 長野安曇野

人参 長野、青森
生シイタケ 長野中野

豆(レッドキドニー)長野富士見

食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地
キャベツ 富士見町・愛知県 ブロッコリー 長野県 みかん 広島県
大根 富士見町 にんじん 長野県・北海道 さば ノルウェー
ねぎ 富士見町 かぶ 千葉県 イカ 国内
かぼちゃ 富士見町 きゅうり 群馬県 さごし 韓国
大豆 富士見町 ほうれんそう 群馬県 わかさぎ 秋田
手作りこん
にゃく

富士見町 しょうが 高知県
アルプスサー
モン

駒ヶ根

きび 富士見町 にんにく 青森県 えび タイ
もち米 富士見町 玉葱 北海道 ホッケ アメリカ
りんご 富士見町・長野県 さといも 埼玉県
じゃがいも 富士見町・北海道 みつば 愛知県
もやし 長野県 青ピーマン 茨城県・千葉県
ぶなしめじ 長野県 こまつな 茨城県
えのきたけ 長野県 さつまいも 茨城県・千葉県
ごぼう 長野県 かき 奈良県

食 材 名 産 地 食 材 名 産 地 食 材 名 産 地
大根 富士見町 人参 富士見町 白菜 富士見町
ねぎ 富士見町 きゃべつ 富士見町 こんにゃく 富士見町
りんご 富士見町 かぼちゃ 富士見町 ほうれん草 富士見町
にんにく 富士見町 赤大根 富士見町 じゃがいも 富士見町・北海道
小松菜 茨城県 さつまいも 茨城県 ブロッコリー 長野県・群馬県
きゅうり 群馬県 にら 高知県 にじまつ 明科
かじき 静岡県 きのこ 長野県 みかん 広島県

11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】

 【境小学校】


