
9月給食産地表（2021/9/30） 療育クラブ

月曜日 火曜日 1日 水曜日 2日 木曜日 3日 金曜日

精白米 大潟屋 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋

牛挽肉 国産 もち麦 岐阜 豚もも肉 国産

豚挽肉 国産 鮭 国産 たまねぎ 北海道

玉葱 北海道 人参 北海道 人参 北海道

人参 北海道 大豆 国産 ツナ 国産

パン粉 東京 こんにゃく 福岡 キャベツ 群馬

鶏卵 鹿児島 干しひじき 国産 めんつゆ 鹿児島

こんにゃく 福岡 薄あげ 鹿児島 緑豆もやし 鹿児島

小松菜 鹿児島 なす 大潟屋 小松菜 鹿児島

赤ピーマン 宮崎 とうがん 鹿児島 しめじ 福岡

エリンギ 福岡 玉ねぎ 北海道 みかん 鹿児島

ベーコン 国産 葉ねぎ 福岡 抹茶 国産

大根 北海道 梨 大分 豆乳 国産

胡瓜 宮崎 フランスパン 福岡 鶏卵 鹿児島

といもがら 鹿児島

コーン 北海道

枝豆 大潟屋

薄揚げ 鹿児島

葉ネギ 福岡

ぶどう 福岡

牛乳 鹿児島

豆乳 鹿児島

黄な粉 国産

注）日程が赤は祝日、青はその他の理由で給食なしを意味します。
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9月給食産地表（2021/9/30） 療育クラブ

6日 月曜日 7日 火曜日 8日 水曜日 9日 木曜日 10日 金曜日

精白米 大潟屋 精白米 鹿児島 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋

玄米 大潟屋 牛肉 鹿児島 牛ひき肉 国産 もち麦 岐阜 豚もも肉 国産

さば 国産 焼き豆腐 鹿児島 豚挽肉 国産 鮭 国産 たまねぎ 北海道

さわら 国産 玉葱 北海道 玉葱 北海道 人参 北海道 人参 北海道

切干大根 宮崎 人参 北海道 人参 北海道 大豆 国産 ツナ 国産

薄揚げ 鹿児島 いんげん 大分 鶏卵 鹿児島 こんにゃく 福岡 キャベツ 群馬

人参 北海道 さつま芋 大潟屋 こんにゃく 福岡 干しひじき 国産 めんつゆ 鹿児島

キャベツ 群馬 ほうれん草 群馬 小松菜 鹿児島 薄あげ 鹿児島 緑豆もやし 鹿児島

魚肉ソーセージ 大阪 もやし 大分 赤ピーマン 宮崎 なす 大潟屋 小松菜 鹿児島

レンコン 国産 ちくわ 福岡 エリンギ 福岡 とうがん 鹿児島 しめじ 福岡

豆苗 福岡 あおさのり 静岡 ベーコン 国産 玉ねぎ 北海道 みかん 鹿児島

豚バラ 国産 エノキタケ 宮崎 オイスターソース 国産 葉ねぎ 佐賀 抹茶 国産

大根 北海道 みかん 佐賀 大根 北海道 梨 大分 豆乳 国産

じゃがいも 北海道 いりこ 国産 きゅうり 宮崎 フランスパン 福岡 鶏卵 鹿児島

ごぼう 大潟屋 さつまいも 鹿児島 といもがら 鹿児島

葉ネギ 佐賀 薄揚げ 鹿児島

梨 大分 葉ネギ 佐賀

玉葱 北海道 ぶどう 福岡

南瓜 北海道 牛乳 鹿児島

牛乳 鹿児島 豆乳 国産

パセリ 長野 きなこ 国産

注）日程が赤は祝日、青はその他の理由で給食なしを意味します。
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9月給食産地表（2021/9/30） 療育クラブ

13日 月曜日 14日 火曜日 15日 水曜日 16日 木曜日 17日 金曜日

精白米 大潟屋 精白米 鹿児島 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋

玄米 大潟屋 牛肉 鹿児島 牛ひき肉 国産 もち麦 岐阜 豚もも肉 国産

さば 国産 焼き豆腐 鹿児島 豚挽肉 国産 鮭 国産 たまねぎ 北海道

さわら 国産 玉葱 北海道 玉葱 北海道 人参 北海道 人参 北海道

切干大根 国産 人参 北海道 人参 北海道 大豆 国産 ツナ 国産

薄揚げ 鹿児島 いんげん 宮崎 鶏卵 鹿児島 こんにゃく 福岡 キャベツ 群馬

人参 北海道 さつま芋 大潟屋 こんにゃく 福岡 干しひじき 国産 めんつゆ 鹿児島

キャベツ 群馬 ほうれん草 群馬 小松菜 鹿児島 薄あげ 鹿児島 緑豆もやし 大分

魚肉ソーセージ 大阪 もやし 大分 赤ピーマン 宮崎 なす 大潟屋 小松菜 鹿児島

レンコン 国産 ちくわ 福岡 エリンギ 福岡 とうがん 鹿児島 しめじ 福岡

豆苗 福岡 あおさのり 静岡 ベーコン 国産 玉ねぎ 北海道 みかん 鹿児島

豚バラ 国産 エノキタケ 長崎 オイスターソース 国産 葉ねぎ 佐賀 抹茶 国産

大根 北海道 みかん 鹿児島 大根 北海道 梨 大分 豆乳 国産

じゃがいも 大潟屋 いりこ 国産 きゅうり 宮崎 フランスパン 福岡 鶏卵 鹿児島

ごぼう 大潟屋 さつまいも 大潟屋 といもがら 大潟屋

葉ネギ 佐賀 薄揚げ 鹿児島

梨 大分 葉ネギ 鹿児島

玉葱 北海道 ぶどう 熊本

南瓜 北海道 牛乳 鹿児島

牛乳 鹿児島 豆乳 国産

パセリ 熊本 きなこ 国産

注）日程が赤は祝日、青はその他の理由で給食なしを意味します。
- 3 -



9月給食産地表（2021/9/30） 療育クラブ

20日 月曜日 21日 火曜日 22日 水曜日 23日 木曜日 24日 金曜日

精白米 鹿児島 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋

牛肉 鹿児島 牛ひき肉 国産 豚もも肉 国産

焼き豆腐 鹿児島 豚挽肉 国産 たまねぎ 北海道

玉葱 北海道 玉葱 北海道 人参 北海道

人参 北海道 人参 北海道 ツナ 国産

いんげん 宮崎 鶏卵 鹿児島 キャベツ 熊本

さつま芋 大潟屋 こんにゃく 福岡 めんつゆ 鹿児島

ほうれん草 群馬 小松菜 鹿児島 緑豆もやし 大分

もやし 鹿児島 赤ピーマン 宮崎 小松菜 鹿児島

ちくわ 福岡 エリンギ 福岡 しめじ 福岡

あおさのり 静岡 ベーコン 国産 みかん 鹿児島

エノキタケ 宮崎 オイスターソース 国産 鶏卵 鹿児島

みかん 鹿児島 大根 青森 牛乳 宮崎

いりこ 国産 きゅうり 宮崎 ぶどう 長野

さつまいも 大潟屋 といもがら 大潟屋 豆乳ホイップ 東京

薄揚げ 鹿児島

葉ネギ 佐賀

ぶどう 福岡

牛乳 鹿児島

豆乳 国産

きなこ 国産

注）日程が赤は祝日、青はその他の理由で給食なしを意味します。
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9月給食産地表（2021/9/30） 療育クラブ

27日 月曜日 28日 火曜日 29日 水曜日 30日 木曜日 金曜日

精白米 大潟屋 精白米 鹿児島 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋

玄米 大潟屋 牛肉 鹿児島 牛ひき肉 国産 もち麦 岐阜

さば 国産 焼き豆腐 鹿児島 豚挽肉 国産 鮭 国産

さわら 国産 玉葱 北海道 玉葱 北海道 人参 北海道

切干大根 国産 人参 北海道 人参 北海道 大豆 国産

薄揚げ 鹿児島 いんげん 宮崎 鶏卵 鹿児島 こんにゃく 福岡

人参 北海道 さつま芋 大潟屋 こんにゃく 福岡 干しひじき 国産

キャベツ 群馬 ほうれん草 群馬 小松菜 鹿児島 薄あげ 鹿児島

魚肉ソーセージ 大阪 もやし 鹿児島 赤ピーマン 宮崎 なす 熊本

レンコン 国産 ちくわ 福岡 エリンギ 福岡 とうがん 鹿児島

豆苗 福岡 あおさのり 静岡 ベーコン 国産 玉ねぎ 北海道

豚バラ 国産 エノキタケ 福岡 オイスターソース 国産 葉ねぎ 福岡

大根 青森 みかん 鹿児島 大根 北海道 梨 大分

じゃがいも 大潟屋 いりこ 長崎 きゅうり 宮崎 フランスパン 福岡

ごぼう 国産 さつまいも 大潟屋 といもがら 大潟屋

葉ネギ 福岡 薄揚げ 鹿児島

梨 大分 葉ネギ 福岡

玉葱 北海道 ぶどう 福岡

南瓜 北海道 牛乳 鹿児島

牛乳 宮崎 豆乳 国産

パセリ 長野 きなこ 熊本

注）日程が赤は祝日、青はその他の理由で給食なしを意味します。
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