
1月給食産地表（2022/1/31） 風のことり

3日 月曜日 4日 火曜日 5日 水曜日 6日 木曜日 7日 金曜日 8日 土曜日

牛ばら肉 国産 精白米 大分 精白米 大分 精白米 大分 精白米 大分

キャベツ 鹿児島 ブリ 国産 玄米 国産 紅鮭 国産 玄米 国産

もやし 大分 ひじき 国産 鶏もも肉 国産 あおのり 国産 鶏もも肉 国産

人参 長崎 さつまいも 鹿児島 おから 鹿児島 鶏ひき肉 国産 大根 鹿児島

さつまいも 鹿児島 人参 長崎 人参 長崎 セロリ 福岡 人参 長崎

大根 鹿児島 油揚げ 鹿児島 ちくわ 鹿児島 赤ピーマン 鹿児島 ささがきごぼう 鹿児島

京菜 鹿児島 鶏ささみ 国産 干ししいたけ 国産 緑豆もやし 大分 いんげん 鹿児島

ツナ油漬缶 国産 春雨 国産 高菜漬け 国産 長芋 青森 卵 鹿児島

コーン 北海道 緑豆もやし 大分 玉ねぎ 北海道 白菜 鹿児島 はんぺん 国産

すりごま 国産 きゅうり 宮崎 れんこん 国産 かにかまぼこ 国産 木綿豆腐 鹿児島

木綿豆腐 鹿児島 小松菜 鹿児島 コーン 北海道 かぼちゃ 国産 ほうれん草 鹿児島

しいたけ 宮崎 玉ねぎ 北海道 干しそうめん 国産 キャベツ 鹿児島 油揚げ 鹿児島

玉ねぎ 北海道 みかん 鹿児島 葉ねぎ 佐賀 玉ねぎ 北海道 焼き麩 国産

三つ葉 鹿児島 フランスパン 鹿児島 いちご 鹿児島 葉ねぎ 佐賀 しいたけ 福岡

りんご 青森 ウインナー 国産 ホットケーキミックス粉 国産 きんかん 鹿児島 玉ねぎ 北海道

ミルクココア 国産 キャベツ 鹿児島 豆乳 国産 大根 鹿児島 三つ葉 佐賀

冷凍パイシート 国産 じゃがいも 北海道 きな粉 鹿児島 人参 長崎 りんご 青森

グラニュー糖 国産 パセリ 佐賀 絹ごし豆腐 鹿児島 干ししいたけ 国産

無塩バター 国産 黒ゴマ 国産 せり 鹿児島

なずな 佐賀

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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1月給食産地表（2022/1/31） 風のことり

10日 月曜日 11日 火曜日 12日 水曜日 13日 木曜日 14日 金曜日

牛ばら肉 国産 精白米 大分 精白米 大分 精白米 大分

キャベツ 鹿児島 ブリ 国産 玄米 国産 紅鮭 国産

もやし 大分 ひじき 国産 鶏もも肉 国産 あおのり 国産

人参 長崎 さつまいも 鹿児島 おから 鹿児島 鶏ひき肉 国産

さつまいも 鹿児島 人参 長崎 人参 長崎 セロリ 福岡

大根 鹿児島 油揚げ 鹿児島 ちくわ 鹿児島 赤ピーマン 鹿児島

京菜 鹿児島 鶏ささみ 国産 干ししいたけ 国産 緑豆もやし 大分

ツナ油漬缶 国産 春雨 国産 高菜漬け 国産 長芋 青森

コーン 北海道 緑豆もやし 大分 玉ねぎ 北海道 白菜 鹿児島

すりごま 国産 きゅうり 宮崎 れんこん 国産 かにかまぼこ 国産

木綿豆腐 鹿児島 小松菜 鹿児島 コーン 北海道 かぼちゃ 国産

しいたけ 宮崎 玉ねぎ 北海道 干しそうめん 国産 キャベツ 鹿児島

玉ねぎ 北海道 みかん 鹿児島 葉ねぎ 佐賀 玉ねぎ 北海道

三つ葉 鹿児島 フランスパン 鹿児島 いちご 鹿児島 葉ねぎ 佐賀

りんご 青森 ウインナー 国産 ホットケーキミックス粉 国産 きんかん 鹿児島

あずき 国産 キャベツ 鹿児島 豆乳 国産 ホットケーキミックス粉 国産

切り餅 国産 じゃがいも 北海道 きな粉 鹿児島 卵 鹿児島

パセリ 佐賀 絹ごし豆腐 鹿児島 牛乳 国産

黒ゴマ 国産 クリームチーズ 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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1月給食産地表（2022/1/31） 風のことり

17日 月曜日 18日 火曜日 19日 水曜日 20日 木曜日 21日 金曜日

精白米 大分 精白米 大分 精白米 大分 精白米 大分 精白米 大分

押麦 国産 牛ばら肉 国産 ブリ 国産 玄米 国産 紅鮭 国産

豚もも肉 国産 キャベツ 鹿児島 ひじき 国産 鶏もも肉 国産 あおのり 国産

玉ねぎ 北海道 もやし 大分 さつまいも 鹿児島 おから 鹿児島 鶏ひき肉 国産

しめじ 福岡 人参 長崎 人参 長崎 人参 長崎 セロリ 福岡

エリンギ 福岡 さつまいも 鹿児島 油揚げ 鹿児島 ちくわ 鹿児島 赤ピーマン 鹿児島

トマト缶 国産 大根 鹿児島 鶏ささみ 国産 干ししいたけ 国産 緑豆もやし 大分

ブロッコリー 鹿児島 京菜 鹿児島 春雨 国産 高菜漬け 国産 長芋 青森

れんこん 国産 ツナ油漬缶 国産 緑豆もやし 大分 玉ねぎ 北海道 白菜 鹿児島

キャベツ 鹿児島 コーン 北海道 きゅうり 宮崎 れんこん 国産 かにかまぼこ 国産

にんじん 長崎 すりごま 国産 小松菜 鹿児島 コーン 北海道 かぼちゃ 国産

ハム 国産 木綿豆腐 鹿児島 玉ねぎ 北海道 干しそうめん 国産 キャベツ 鹿児島

カットわかめ 徳島 しいたけ 宮崎 みかん 鹿児島 葉ねぎ 佐賀 玉ねぎ 北海道

深ねぎ 鹿児島 玉ねぎ 北海道 フランスパン 鹿児島 いちご 鹿児島 葉ねぎ 佐賀

みかん 鹿児島 三つ葉 鹿児島 ウインナー 国産 ホットケーキミックス粉 国産 きんかん 鹿児島

りんご 青森 キャベツ 鹿児島 豆乳 国産 ホットケーキミックス粉 国産

ミルクココア 国産 じゃがいも 北海道 きな粉 鹿児島 卵 鹿児島

パイ生地 国産 パセリ 佐賀 絹ごし豆腐 鹿児島 牛乳 国産

黒ゴマ 国産 クリームチーズ 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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1月給食産地表（2022/1/31） 風のことり

24日 月曜日 25日 火曜日 26日 水曜日 27日 木曜日 28日 金曜日

精白米 大分 精白米 大分 精白米 大分 精白米 大分 精白米 大分

押麦 国産 牛ばら肉 国産 ブリ 国産 玄米 国産 紅鮭 国産

豚もも肉 国産 キャベツ 鹿児島 ひじき 国産 鶏もも肉 国産 あおのり 国産

玉ねぎ 北海道 もやし 大分 さつまいも 鹿児島 おから 鹿児島 鶏ひき肉 国産

しめじ 福岡 人参 長崎 人参 長崎 人参 長崎 セロリ 福岡

エリンギ 福岡 さつまいも 鹿児島 油揚げ 鹿児島 ちくわ 鹿児島 赤ピーマン 鹿児島

トマト缶 国産 大根 鹿児島 鶏ささみ 国産 干ししいたけ 国産 緑豆もやし 大分

ブロッコリー 鹿児島 京菜 鹿児島 春雨 国産 高菜漬け 国産 長芋 青森

れんこん 国産 ツナ油漬缶 国産 緑豆もやし 大分 玉ねぎ 北海道 白菜 鹿児島

キャベツ 鹿児島 コーン 北海道 きゅうり 宮崎 れんこん 国産 かにかまぼこ 国産

にんじん 長崎 すりごま 国産 小松菜 鹿児島 コーン 北海道 かぼちゃ 国産

ハム 国産 木綿豆腐 鹿児島 玉ねぎ 北海道 干しそうめん 国産 キャベツ 鹿児島

カットわかめ 徳島 しいたけ 宮崎 みかん 鹿児島 葉ねぎ 佐賀 玉ねぎ 北海道

深ねぎ 鹿児島 玉ねぎ 北海道 フランスパン 鹿児島 いちご 宮崎 葉ねぎ 佐賀

みかん 鹿児島 三つ葉 鹿児島 ウインナー 国産 ホットケーキミックス粉 国産 きんかん 鹿児島

りんご 青森 キャベツ 鹿児島 豆乳 国産 ホットケーキミックス粉 国産

ミルクココア 国産 じゃがいも 北海道 きな粉 鹿児島 卵 鹿児島

パイ生地 国産 パセリ 佐賀 絹ごし豆腐 鹿児島 牛乳 国産

黒ゴマ 国産 クリームチーズ 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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1月給食産地表（2022/1/31） 風のことり

31日 月曜日

精白米 大分

押麦 国産

豚もも肉 国産

玉ねぎ 北海道

しめじ 福岡

エリンギ 福岡

トマト缶 国産

ブロッコリー 鹿児島

れんこん 国産

キャベツ 鹿児島

にんじん 長崎

ハム 国産

カットわかめ 徳島

深ねぎ 鹿児島

みかん 鹿児島

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。

- 5 -


