
5月給食産地表（2022/5/31） 妙円寺こども園

2日 月曜日 3日 火曜日 4日 水曜日 5日 木曜日 6日 金曜日 7日 土曜日

ごはん 大潟屋 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋

豚ひき肉 国産 牛肉 国産 玄米 大潟屋

おろしにんにく 国産 エリンギ 福岡 鮭 国産

おろししょうが 国産 たけのこ（水煮） 国産 ゆず皮 国産

木綿豆腐 鹿児島 新玉葱 長崎 ひじき 国産

人参 熊本 さつま揚げ 鹿児島 薄揚げ 鹿児島

玉ねぎ 佐賀 赤ピーマン 宮崎 人参 熊本

干し椎茸 国産 青梗菜 鹿児島 こんにゃく 福岡

ニラ 宮崎 じゃがいも 鹿児島 木綿豆腐 鹿児島

米味噌 国産 青のり 国産 スナップエンドウ 大潟屋

卵 鹿児島 ひきわり納豆 熊本 鶏ひき肉 国産

キャベツ 鹿児島 豆苗 福岡 ニラ 宮崎

緑豆もやし 鹿児島 人参 熊本 中華だし 東京

鰹節 国産 小松菜 鹿児島 林檎 青森

練り梅 東京 いちご 鹿児島 丸ボーロ 鹿児島

じゃがいも 鹿児島 フランスパン 福岡

えのき茸 長崎 鶏卵 鹿児島

葉ねぎ 佐賀 牛乳 宮崎

ジューシ―オレンジ 熊本

ホットケーキミックス 国産

牛乳 鹿児島

抹茶パウダー 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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5月給食産地表（2022/5/31） 妙円寺こども園

9日 月曜日 10日 火曜日 11日 水曜日 12日 木曜日 13日 金曜日 14日 土曜日

ごはん 大潟屋 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋

豚ひき肉 国産 玄米 大潟屋 もち麦 岐阜 鶏肉 国産 牛肉 国産 玄米 大潟屋

おろしにんにく 国産 きびなご 鹿児島 豚肉 国産 ネギ 鹿児島 エリンギ 福岡 鮭 国産

おろししょうが 国産 アスパラガス 国産 玉ねぎ 大潟屋 切干大根 宮崎 たけのこ（水煮） 国産 ゆず皮 国産

木綿豆腐 鹿児島 玉ねぎ 大潟屋 おろししょうがチューブ 国産 人参 熊本 新玉葱 大潟屋 ひじき 国産

人参 熊本 人参 熊本 鶏ひき肉 国産 薄あげ 鹿児島 さつま揚げ 鹿児島 薄揚げ 鹿児島

玉ねぎ 大潟屋 コーン 国産 セロリ 福岡 キヌサヤ 鹿児島 赤ピーマン 鹿児島 人参 熊本

干し椎茸 国産 しめじ 福岡 緑豆もやし 鹿児島 おかひじき 千葉 青梗菜 鹿児島 こんにゃく 福岡

ニラ 宮崎 ほうれん草 鹿児島 人参 熊本 コーン 北海道 じゃがいも 鹿児島 木綿豆腐 鹿児島

米味噌 国産 緑豆もやし 鹿児島 赤ピーマン 宮崎 キャベツ 大潟屋 青のり 国産 スナップエンドウ 大潟屋

卵 鹿児島 ハム 国産 ささがき牛蒡 国産 はんぺん 東京 ひきわり納豆 国産 鶏ひき肉 国産

キャベツ 大潟屋 あおさ 静岡 胡瓜 鹿児島 椎茸 宮崎 豆苗 福岡 ニラ 宮崎

緑豆もやし 鹿児島 えのきたけ 長崎 ツナ油漬け缶 国産 玉ねぎ 大潟屋 人参 熊本 中華だし 東京

鰹節 国産 木綿豆腐 鹿児島 しめじ 福岡 三つ葉 大分 小松菜 鹿児島 林檎 青森

練り梅 東京 メロン 鹿児島 まいたけ 福岡 ジューシーオレンジ 熊本 いちご 鹿児島

じゃがいも 鹿児島 白玉粉 国産 葉ねぎ 佐賀 スパゲティー 東京 フランスパン 福岡

えのき茸 長崎 米粉 国産 りんご 青森 ウインナー 国産 鶏卵 鹿児島

葉ねぎ 佐賀 大豆粉 国産 パン 鹿児島 ピーマン 鹿児島 牛乳 鹿児島

清美オレンジ 熊本 片栗粉 国産 ベーコン 国産 ウスターソース 国産

ホットケーキミックス 国産 豆乳 国産 パセリ 佐賀 ケチャップ 国産

牛乳 鹿児島 きな粉 熊本

緑茶 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。
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5月給食産地表（2022/5/31） 妙円寺こども園

16日 月曜日 17日 火曜日 18日 水曜日 19日 木曜日 20日 金曜日 21日 土曜日

ごはん 大潟屋 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋

豚ひき肉 国産 玄米 大潟屋 もち麦 岐阜 鶏肉 国産 牛肉 国産 玄米 大潟屋

おろしにんにく 国産 きびなご 鹿児島 豚肉 国産 ネギ 鹿児島 エリンギ 福岡 鮭 国産

おろししょうが 国産 アスパラガス 熊本 玉ねぎ 大潟屋 切干大根 国産 たけのこ（水煮） 国産 ゆず皮 国産

木綿豆腐 鹿児島 玉ねぎ 大潟屋 おろししょうがチューブ 国産 人参 熊本 新玉葱 大潟屋 ひじき 国産

人参 熊本 人参 熊本 鶏ひき肉 国産 薄あげ 鹿児島 さつま揚げ 鹿児島 薄揚げ 鹿児島

玉ねぎ 大潟屋 コーン 国産 セロリ 福岡 キヌサヤ 鹿児島 赤ピーマン 鹿児島 人参 熊本

干し椎茸 国産 しめじ 福岡 緑豆もやし 鹿児島 おかひじき 福岡 青梗菜 鹿児島 こんにゃく 福岡

ニラ 宮崎 ほうれん草 鹿児島 人参 熊本 コーン 北海道 じゃがいも 長崎 木綿豆腐 鹿児島

米味噌 国産 緑豆もやし 鹿児島 赤ピーマン 鹿児島 キャベツ 大潟屋 青のり 国産 スナップエンドウ 大潟屋

卵 鹿児島 ハム 国産 ささがき牛蒡 国産 はんぺん 東京 ひきわり納豆 国産 鶏ひき肉 国産

キャベツ 大潟屋 あおさ 静岡 胡瓜 熊本 椎茸 宮崎 豆苗 福岡 ニラ 宮崎

緑豆もやし 鹿児島 えのきたけ 長崎 ツナ油漬け缶 国産 玉ねぎ 大潟屋 人参 熊本 中華だし 東京

鰹節 国産 木綿豆腐 鹿児島 しめじ 福岡 三つ葉 大分 小松菜 鹿児島 林檎 青森

練り梅 東京 メロン 熊本 まいたけ 福岡 ジューシーオレンジ 熊本 いちご 鹿児島 丸ボーロ 鹿児島

じゃがいも 鹿児島 白玉粉 国産 葉ねぎ 佐賀 スパゲティー 東京 鶏卵 鹿児島

えのき茸 長崎 米粉 国産 りんご 青森 ウインナー 国産 クリームチーズ 神奈川

葉ねぎ 佐賀 大豆粉 国産 パン 鹿児島 ピーマン 鹿児島 レモン汁 愛知

清美オレンジ 熊本 片栗粉 国産 ベーコン 国産 ウスターソース 国産 ホイップクリーム 東京

ホットケーキミックス 国産 豆乳 国産 パセリ 佐賀 ケチャップ 国産

牛乳 鹿児島 きな粉 熊本

緑茶 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。
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5月給食産地表（2022/5/31） 妙円寺こども園

23日 月曜日 24日 火曜日 25日 水曜日 26日 木曜日 27日 金曜日 28日 土曜日

ごはん 大潟屋 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋 精白米 大潟屋

豚ひき肉 国産 玄米 大潟屋 もち麦 岐阜 鶏肉 国産 牛肉 国産 玄米 大潟屋

おろしにんにく 国産 きびなご 鹿児島 豚肉 国産 ネギ 大分 エリンギ 福岡 鮭 国産

おろししょうが 国産 アスパラガス 国産 玉ねぎ 大潟屋 切干大根 宮崎 たけのこ（水煮） 国産 ゆず皮 国産

木綿豆腐 鹿児島 玉ねぎ 大潟屋 おろししょうがチューブ 国産 人参 熊本 新玉葱 大潟屋 ひじき 国産

人参 熊本 人参 熊本 鶏ひき肉 国産 薄あげ 鹿児島 さつま揚げ 鹿児島 薄揚げ 鹿児島

玉ねぎ 大潟屋 コーン 国産 セロリ 福岡 いんげん 鹿児島 赤ピーマン 鹿児島 人参 熊本

干し椎茸 国産 しめじ 福岡 緑豆もやし 鹿児島 おかひじき 福岡 青梗菜 鹿児島 こんにゃく 福岡

ニラ 宮崎 ほうれん草 鹿児島 人参 熊本 コーン 北海道 じゃがいも 長崎 木綿豆腐 鹿児島

米味噌 国産 緑豆もやし 鹿児島 赤ピーマン 鹿児島 キャベツ 大潟屋 青のり 国産 スナップエンドウ 大潟屋

卵 鹿児島 ハム 国産 ささがき牛蒡 国産 はんぺん 東京 ひきわり納豆 国産 鶏ひき肉 国産

キャベツ 大潟屋 あおさ 静岡 胡瓜 鹿児島 椎茸 宮崎 豆苗 福岡 ニラ 大分

緑豆もやし 鹿児島 えのきたけ 福岡 ツナ油漬け缶 国産 玉ねぎ 大潟屋 人参 熊本 中華だし 東京

鰹節 国産 木綿豆腐 福岡 しめじ 福岡 三つ葉 大分 小松菜 鹿児島 林檎 青森

練り梅 東京 メロン 鹿児島 まいたけ 福岡 ジューシーオレンジ 熊本 いちご 鹿児島 丸ボーロ 鹿児島

じゃがいも 長崎 白玉粉 国産 葉ねぎ 佐賀 スパゲティー 東京 フランスパン 福岡

えのき茸 長崎 米粉 国産 りんご 青森 ウインナー 国産 鶏卵 鹿児島

葉ねぎ 佐賀 大豆粉 国産 パン 鹿児島 ピーマン 鹿児島 牛乳 鹿児島

ジューシーオレンジ 熊本 片栗粉 国産 ベーコン 国産 ウスターソース 国産

ホットケーキミックス 国産 豆乳 国産 パセリ 福岡 ケチャップ 国産

牛乳 鹿児島 きな粉 熊本

緑茶 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。
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5月給食産地表（2022/5/31） 妙円寺こども園

30日 月曜日 31日 火曜日

ごはん 大潟屋 精白米 大潟屋

豚ひき肉 国産 玄米 大潟屋

おろしにんにく 国産 きびなご 鹿児島

おろししょうが 国産 アスパラガス 国産

木綿豆腐 鹿児島 玉ねぎ 大潟屋

人参 熊本 人参 熊本

玉ねぎ 大潟屋 コーン 国産

干し椎茸 国産 しめじ 福岡

ニラ 宮崎 ほうれん草 鹿児島

米味噌 国産 緑豆もやし 鹿児島

卵 鹿児島 ハム 国産

キャベツ 大潟屋 あおさ 静岡

緑豆もやし 鹿児島 えのきたけ 福岡

鰹節 国産 木綿豆腐 鹿児島

練り梅 東京 メロン 熊本

じゃがいも 長崎 白玉粉 国産

えのき茸 長崎 米粉 国産

葉ねぎ 佐賀 大豆粉 国産

ジューシーオレンジ 熊本 片栗粉 国産

ホットケーキミックス 国産 豆乳 国産

牛乳 鹿児島 きな粉 熊本

緑茶 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。
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