
【副食】
〇野菜・きのこ類

食  材  名 産　　　　地 産    　　地

米ぬか 岡山県 岡山県　徳島県

さつまいも 徳島県　熊本県 高知県　宮崎県　鹿児島県
じゃがいも 鹿児島県　 岡山県　大分県　高知県　
ｸﾞﾘｰﾝｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ 岡山県 岡山県
さやいんげん 高知県　鹿児島県　 岡山県
さやえんどう 岡山県　広島県　鹿児島県 岡山県　香川県　兵庫県
キャベツ 岡山県　愛知県　佐賀県　 愛知県　山口県
きゅうり 岡山県　香川県　宮崎県　 長野県　熊本県
ごぼう 青森県　茨城県　熊本県　北海道 高知県　福岡県　新潟県　
こまつな 岡山県　福岡県 新潟県　長野県　香川県
しょうが 岡山県　高知県　 岡山県　
セロリ－ 岡山県　福岡県　静岡県　 岡山県　兵庫県　
だいこん 岡山県　長崎県  徳島県　宮崎県　 　
たけのこ 岡山県　香川県　 　
たまねぎ 北海道　佐賀県　長崎県　
チンゲンサイ 岡山県
ミニトマト 岡山県　熊本県　徳島県　香川県
なす 岡山県　熊本県
青にら 高知県
にんじん 徳島県　長崎県　熊本県
にんにく 青森県
根深ねぎ 鳥取県　
葉ねぎ 岡山県
はくさい 岡山県　長崎県

〇果物 〇水産物
食　材　名 産　　　　地 食　材　名 産　　　　地

いちご 佐賀県　長崎県　熊本県　 あじ ニュージーランド
清見オレンジ 佐賀県　和歌山県　 さけ チリ　北海道
甘夏柑 鹿児島県　和歌山県　 さわら 中国

むきえび インド
ホキ ニュージーランド

　 　 ちりめんじゃこ インドネシア
カットわかめ 瀬戸内海

〇肉・卵 ひじき 韓国
食　材　名 産　　　　地

牛肉 岡山県　広島県　兵庫県　京都府　大阪府　徳島県

豚肉 岡山県 広島県 鹿児島県 宮崎県 島根県　香川県　長崎県

鶏肉 岡山県　鹿児島県 宮崎県 徳島県 鳥取県 佐賀県 　 　　
高知県　香川県　島根県　兵庫県　広島県　三重県 　 　　

卵 岡山県　宮崎県 　 　　

※きのこ類（ ）は屋内生産

（えのきだけ）
（ほんしめじ）
（エリンギ）
（ホワイトマッシュ）

（ブラウンマッシュ）

ピ－マン
みつば
もやし
もやし（サリナス）
レタス
さんしょう

平成３０年４月分　学校給食使用食材の産地について

  （一財）岡山市学校給食会を通して使用した食材です。使用日または学校によって産地が異なって
います。

【主食・牛乳】※年間をとおして変更はありません。

食　材　名

パセリ

◇米            岡山市 
◇小麦粉（パン・麺）  アメリカ・カナダ 
               ＊ただし、うどんは北海道産小麦粉、パン・ソフト麺・中華麺は２０％県内産                                   

                米粉を使用 
◇牛乳           岡山県 



【副食】
〇野菜・きのこ類

食  材  名 産　　　　地 産    　　地

じゃがいも 鹿児島県　長崎県　 岡山県　大分県　高知県　

アスパラガス 岡山県 岡山県
さやいんげん 高知県　鹿児島県　香川県 岡山県
さやえんどう 岡山県　広島県　青森県 岡山県　
アラスカ 鹿児島県　岡山県　 長野県　熊本県　
キャベツ 岡山県　愛知県　香川県　佐賀県　 高知県　福岡県　新潟県　
きゅうり 岡山県　香川県　高知県　宮崎県　 岡山県
ごぼう 岡山県　青森県　 　
こまつな 岡山県　福岡県　
しょうが 高知県　岡山県　
だいこん 岡山県　長崎県　大分県　香川県
たまねぎ 佐賀県　岡山県　長崎県　熊本県
チンゲンサイ 岡山県 　
ミニトマト 熊本県　岡山県　香川県　徳島県　 　
なす 岡山県　熊本県
青にら 高知県　
にんじん 徳島県　岡山県　長崎県　熊本県　
にんにく 青森県　高知県
根深ねぎ 鳥取県　
葉ねぎ 岡山県
パセリ 岡山県　長野県　徳島県
ピ－マン 高知県　宮崎県　　

〇果物 〇水産物
食　材　名 産　　　　地 食　材　名 産　　　　地

あじ ニュ－ジ－ランド
赤魚 グリーンランド　ノルウェー　
さけ 北海道
さわら 中国
ホキ ニュ－ジ－ランド
ベビ－ホタテ 北海道　青森県
むきえび インド

〇肉・卵 いか 中国
食　材　名 産　　　　地 白いか ベトナム

牛肉 岡山県　広島県　大阪府　京都府 太白ちりめん 瀬戸内海
徳島県　兵庫県　島根県　 カットわかめ 瀬戸内海

豚肉 岡山県 広島県 鹿児島県 宮崎県　　 ひじき 韓国
島根県　高知県

鶏肉 鹿児島県 宮崎県 徳島県 鳥取県 香川県　愛媛県 　 　　
岡山県 高知県 島根県 兵庫県 広島県 三重県 　 　　

卵 宮崎県　岡山県　 　 　　

※きのこ類（ ）は屋内生産

もやし
もやし（サリナス）
れんこん
（えのきだけ）
（ほんしめじ）
（ホワイトマッシュ）

平成３０年５月分　学校給食使用食材の産地について

  （一財）岡山市学校給食会を通して使用した食材です。使用日または学校によって産地が異なって
います。

【主食・牛乳】※年間をとおして変更はありません。

食　材　名

みつば

◇米            岡山市 
◇小麦粉（パン・麺）  アメリカ・カナダ 
               ＊ただし、うどんは北海道産小麦粉、パン・ソフト麺・中華麺は２０％県内産                                   

                米粉を使用 
◇牛乳           岡山県 



【副食】
〇野菜・きのこ類

食  材  名 産　　　　地 産    　　地

じゃがいも 長崎県　熊本県　 鳥取県　茨城県　

さやいんげん 高知県　岡山県　長野県 岡山県

オクラ 高知県　鹿児島県　宮崎県　　 岡山県　徳島県

かぼちゃ 岡山県　沖縄県　長崎県 高知県　大分県　宮崎県

キャベツ 岡山県　愛知県　香川県　長野県　群馬県　 高知県　山梨県　熊本県

きゅうり 岡山県　香川県　 岡山県　大分県　高知県

ごぼう 岡山県　　　 岡山県

こまつな 岡山県　福岡県 岡山県

しその葉 愛知県　　 長野県　熊本県　

しょうが 高知県　岡山県　 岡山県　

セロリ－ 長野県　宮崎県 長野県　新潟県　　

だいこん 岡山県　長崎県　青森県 岡山県

たまねぎ 岡山県　佐賀県　熊本県　兵庫県　 兵庫県　岡山県
チンゲンサイ 岡山県　
トマト 岡山県　熊本県　広島県　

ミニトマト 岡山県　熊本県　 　

なす 岡山県 　

青にら 高知県 　

にんじん 長崎県　徳島県　岡山県 　

にんにく 青森県　岡山県　高知県　　　 　

〇果物 〇水産物
食　材　名 産　　　　地 食　材　名 産　　　　地

さくらんぼ 山形県 あじ ニュ－ジ－ランド
すもも 山梨県　福岡県　 赤魚 ノルウェー
デラウエア 島根県　奈良県 いわし 北太平洋
メロン 岡山県　 さけ チリ　北海道

さわら 中国
たちうお オマーン

〇肉・卵 ホキ角切 ニュ－ジ－ランド
食　材　名 産　　　　地 ホキ切身 ニュ－ジ－ランド

牛肉 岡山県  広島県  兵庫県  徳島県　京都府 ホタテ小柱 中国
大阪府　北海道 むきえび インド

豚肉 岡山県  広島県  鹿児島県  宮崎県 いか短冊 中国
島根県　長崎県 太白ちりめん 瀬戸内海

鶏肉 鹿児島県 宮崎県 鳥取県 佐賀県　徳島県 カットわかめ 瀬戸内海
香川県　岡山県 高知県 ひじき 韓国
兵庫県 広島県 三重県　愛媛県

卵 宮崎県　岡山県

※きのこ類（ ）は屋内生産

ピ－マン

根深ねぎ

パセリ
葉ねぎ

（ホワイトマッシュ）

もやし

平成３０年６月分　学校給食使用食材の産地について

  （一財）岡山市学校給食会を通して使用した食材です。使用日または学校によって産地が異なって
います。

【主食・牛乳】※年間をとおして変更はありません。

食　材　名

（生しいたけ）

赤ピーマン

もやし（サリナス）
（えのきだけ）

みつば

（エリンギ）

（ブラウンマッシュ）

◇米            岡山市 
◇小麦粉（パン・麺）  アメリカ・カナダ 
               ＊ただし、うどんは北海道産小麦粉、パン・ソフト麺・中華麺は２０％県内産                                   

                米粉を使用 
◇牛乳           岡山県 



【副食】
〇野菜・きのこ類

食  材  名 産　　　　地 産    　　地

じゃがいも 長崎県　熊本県　千葉県　青森県　　　 青森県　岡山県　

さやいんげん 岡山県 長野県　 高知県 鳥取県　群馬県
枝豆 香川県　徳島県　　　 岡山県
オクラ 岡山県　香川県　鹿児島県　高知県　宮崎県 長野県　岡山県
かぼちゃ 岡山県　長崎県　 大分県　岡山県　
キャベツ 群馬県　長野県　岡山県　 熊本県　高知県   　
きゅうり 岡山県　香川県　　 岡山県　大分県　福岡県　高知県
ごぼう 岡山県　 岡山県
こまつな 岡山県　福岡県 岡山県
しょうが 高知県　岡山県　 長野県　岡山県
セロリ－ 長野県　　 長野県　熊本県
だいこん 岡山県　北海道　青森県　　 高知県　長野県　鳥取県　福岡県
たまねぎ 佐賀県　岡山県　兵庫県　　 兵庫県　岡山県
チンゲンサイ 岡山県　　 　
とうがん 岡山県　　 　
トマト 熊本県　岡山県　 　
なす 岡山県 　
にがうり 沖縄県　高知県　大分県　 　
青にら 高知県 　
にんじん 青森県　北海道　長崎県　和歌山県 　

　　 　

〇果物 〇水産物
食　材　名 産　　　　地 食　材　名 産　　　　地

さくらんぼ 山形県 あじ ニュ－ジ－ランド
すいか 鳥取県 さけ 北海道
デラウエア 鳥取県　島根県　奈良県 さわら 中国

むきえび インド
いか短冊 ベトナム
ちりめん 鹿児島県　宮崎県　山口県

〇肉・卵 ひじき 韓国
食　材　名 産　　　　地

牛肉 岡山県　広島県　兵庫県 京都府　
豚肉 岡山県 広島県 鹿児島県 宮崎県 島根県 

高知県　長崎県　香川県
鶏肉 鹿児島県 宮崎県 徳島県 鳥取県 香川県  

愛媛県　岡山県　高知県　島根県
兵庫県 広島県 三重県

卵 宮崎県　岡山県　

※きのこ類（ ）は屋内生産

もやし
もやし（サリナス）
レタス
（えのきだけ）
（ほんしめじ）
（ブラウンマッシュ）

根深ねぎ
葉ねぎ
パセリ
ピ－マン
赤ピ－マン
みつば

平成３０年７月分　学校給食使用食材の産地について

  （一財）岡山市学校給食会を通して使用した食材です。使用日または学校によって産地が異なって
います。

【主食・牛乳】※年間をとおして変更はありません。

食　材　名

にんにく

◇米            岡山市 
◇小麦粉（パン・麺）  アメリカ・カナダ 
               ＊ただし、うどんは北海道産小麦粉、パン・ソフト麺・中華麺は２０％県内産                                   

                米粉を使用 
◇牛乳           岡山県 



【副食】
〇野菜・きのこ類

食  材  名 産　　　　地 産    　　地

さつまいも 徳島県　鹿児島県　　 岡山県　鳥取県　北海道

じゃがいも 北海道　 岡山県
さやいんげん 北海道　長野県 岡山県　長野県　
かぼちゃ 北海道 岡山県　大分県　鳥取県
キャベツ 岡山県　群馬県　長野県　熊本県 山梨県　高知県　大分県　長野県　島根県　

きゅうり 岡山県　群馬県　　 山梨県　山形県　大分県　高知県　　
ごぼう 岡山県　北海道　茨城県　　 宮崎県　島根県
こまつな 岡山県　福岡県　 岡山県　高知県　大分県
しょうが 岡山県　高知県 岡山県　
セロリ－ 長野県 岡山県
だいこん 岡山県　北海道　　 岡山県　長野県　熊本県
たまねぎ 北海道　兵庫県　 徳島県　
チンゲンサイ 岡山県　　 長野県　新潟県　福岡県
とうがん 岡山県　　 長野県　新潟県
なす 岡山県　熊本県　茨城県　宮崎県　　　 岡山県
にがうり ※未使用
青にら 高知県
にんじん 北海道
にんにく 岡山県　青森県　

〇果物 〇水産物
食　材　名 産　　　　地 食　材　名 産　　　　地

２０世紀なし 鳥取県　新潟県 あじ ニュ－ジ－ランド
マスカット 岡山県 いわし 北太平洋
ニュ－ピオ－ネ 岡山県　 さけ 北海道　チリ

さば ノルウェー
さわら 中国　
さんま 北海道

〇肉・卵 たら ロシア
食　材　名 産　　　　地 シルバ－ ニュ－ジーランド

牛肉 岡山県　広島県　兵庫県 京都府　滋賀県　 むきえび インド
大阪府 いか短冊 中国

豚肉 岡山県 広島県 鹿児島県 宮崎県 島根県 太白ちりめん 瀬戸内海
愛媛県　高知県 カットわかめ 瀬戸内海

鶏肉 鹿児島県 宮崎県 徳島県 鳥取県 長崎県  ひじき 韓国
岡山県 高知県　香川県　愛媛県　島根県 

兵庫県　三重県　広島県

卵 宮崎県　

平成３０年９月分　学校給食使用食材の産地について

  （一財）岡山市学校給食会を通して使用した食材です。使用日または学校によって産地が異なって
います。

【主食・牛乳】※年間をとおして変更はありません。

食　材　名

根深ねぎ

葉ねぎ
パセリ
ピ－マン
赤ピ－マン

黄ピーマン

みつば
もやし
もやし（サリナス）

（えのきだけ）
（生しいたけ）
（ほんしめじ）
（エリンギ）

※きのこ類（ ）は屋内生産

（ホワイトマッシュ）

◇米            岡山市 
◇小麦粉（パン・麺）  アメリカ・カナダ 
               ＊ただし、うどんは北海道産小麦粉、パン・ソフト麺・中華麺は２０％県内産                                   

                米粉を使用 
◇牛乳           岡山県 



【副食】
〇野菜・きのこ類

食  材  名 産　　　　地 産    　　地

さつまいも 徳島県　　 岡山県　高知県　福岡県　大分県　静岡県

里芋 鹿児島県  愛媛県　岡山県　宮崎県 岡山県
じゃがいも 北海道　　　 岡山県　
さやいんげん 高知県　北海道　鹿児島県　岡山県　 岡山県　　
キャベツ 群馬県 岡山県 長野県 熊本県　茨城県　愛知県　佐賀県 岡山県　熊本県　長野県　
きゅうり 岡山県　香川県　佐賀県　宮崎県　 岡山県　徳島県　長野県
ごぼう 北海道　岡山県　茨城県　鹿児島県　　 高知県　長野県　福岡県　新潟県　香川県　

こまつな 岡山県　福岡県　 長野県　新潟県　三重県
しょうが 高知県　岡山県　 新潟県　福岡県　
だいこん 岡山県　北海道　青森県　 岡山県
たまねぎ 北海道　　　　
チンゲンサイ 岡山県　　
なす 岡山県　熊本県
青にら 高知県　　 　
にんじん 北海道　　
にんにく 青森県　岡山県　　
根深ねぎ 鳥取県　岡山県　北海道
葉ねぎ 岡山県　　　
はくさい 長野県　
パセリ 岡山県　長野県
ピ－マン 岡山県 鳥取県 大分県 高知県
ほうれん草 広島県 長野県 北海道　茨城県　熊本県　群馬県　　

〇果物 〇水産物
食　材　名 産　　　　地 食　材　名 産　　　　地

みかん 福岡県　和歌山県　熊本県　 あじ ニュ－ジ－ランド　ベトナム
新高なし 岡山県　大分県 ままかり 瀬戸内海　
ニュ－ピオ－ネ 岡山県　 さけ チリ　北海道
りんご 長野県　青森県 さわら 中国

さんま 台湾　北海道
ホキ ニュ－ジ－ランド

〇肉・卵 むきえび インド　ベトナム
食　材　名 産　　　　地 尾付むきえび インド

牛肉 岡山県 広島県 兵庫県 大阪府 京都府 いか 中国
島根県　北海道　徳島県 たこ 瀬戸内海

豚肉 岡山県 広島県 鹿児島県 宮崎県 島根県 太白ちりめん 瀬戸内海　
愛媛県　愛知県 カットわかめ 瀬戸内海

鶏肉 鹿児島県 宮崎県 徳島県 鳥取県 香川県 ひじき 韓国
長崎県　愛媛県　岡山県　高知県　島根県

兵庫県　広島県　三重県
卵 宮崎県

平成３０年１０月分　学校給食使用食材の産地について

  （一財）岡山市学校給食会を通して使用した食材です。使用日または学校によって産地が異なって
います。

【主食・牛乳】※年間をとおして変更はありません。

食　材　名

みつば

もやし
もやし（サリナス）

れんこん
（えのきだけ）
（生しいたけ）
（ほんしめじ）
（なめこ）
（まいたけ）
（ホワイトマッシュ）

※きのこ類（ ）は屋内生産

◇米            岡山市 
◇小麦粉（パン・麺）  アメリカ・カナダ 
               ＊ただし、うどんは北海道産小麦粉、パン・ソフト麺・中華麺は２０％県内産                                   

                米粉を使用 
◇牛乳           岡山県 



【副食】
〇野菜・きのこ類

食  材  名 産　　　　地 産    　　地

さつまいも 徳島県　熊本県　鹿児島県　 岡山県　熊本県　群馬県　茨城県

里芋 岡山県　高知県　愛媛県　鹿児島 岡山県　徳島県　千葉県　長野県
宮崎県　熊本県 香川県　長崎県

じゃがいも 北海道　　　 岡山県　広島県　福岡県　茨城県

さやいんげん 高知県　鹿児島県　　 熊本県　長崎県　鹿児島県

かぶら 福岡県　鹿児島 岡山県　大分県　高知県　

キャベツ 岡山県　佐賀県　愛知県　香川県　長野県　 岡山県

ごぼう 北海道　青森県　岡山県 岡山県

こまつな 岡山県　福岡県 香川県　岡山県　兵庫県　長野県

しょうが 高知県　岡山県 岡山県

だいこん 徳島県　岡山県　長崎県　　　　 福岡県　岡山県
たまねぎ 北海道 岡山県　長野県

チンゲンサイ 岡山県 岡山県　徳島県　長野県　

青にら 高知県 高知県　福岡県　新潟県

黄にら 岡山県 新潟県　長野県　福岡県

にんじん 北海道　長崎県　熊本県　岡山県 新潟県　福岡県

にんにく 青森県 岡山県

根深ねぎ 鳥取県　岡山県　

葉ねぎ 岡山県

　 　

〇果物 〇水産物
食　材　名 産　　　　地 食　材　名 産　　　　地

みかん 福岡県　岡山県　和歌山県　愛媛県　熊本県 あじ ニュ－ジ－ランド
柿 岡山県 いわし 北太平洋沖
コールマン 岡山県 さけ 北海道　チリ　
りんご 長野県　青森県 さわら 中国

さんま 北海道　台湾
ホキ ニュ－ジ－ランド

〇肉・卵 いか短冊 中国
食　材　名 産　　　　地 たこ 瀬戸内海

牛肉 岡山県　徳島県　広島県　兵庫県　京都府 太白ちりめん 瀬戸内海
豚肉 岡山県 広島県 鹿児島県 宮崎県 島根県 カットわかめ 瀬戸内海

高知県　愛知県 ひじき 韓国
鶏肉 鹿児島県 宮崎県 徳島県 鳥取県

高知県　香川県　愛媛県　広島県　三重県

岡山県 長崎県 島根県 兵庫県
卵 宮崎県

平成３０年１１月分　学校給食使用食材の産地について

  （一財）岡山市学校給食会を通して使用した食材です。使用日または学校によって産地が異なって
います。

【主食・牛乳】※年間をとおして変更はありません。

食　材　名

はくさい

パセリ
ブロッコリー

ほうれんそう

みつば
もやし
もやし（サリナス）

レタス
れんこん
みずな
（えのきだけ）
（生しいたけ）
（ほんしめじ）

※きのこ類（ ）は屋内生産

（エリンギ）
（まいたけ）
（ホワイトマッシュ）

◇米            岡山市 
◇小麦粉（パン・麺）  アメリカ・カナダ 
               ＊ただし、うどんは北海道産小麦粉、パン・ソフト麺・中華麺は２０％県内産                                   

                米粉を使用 
◇牛乳           岡山県 



【副食】
〇野菜・きのこ類

食  材  名 産　　　　地 産    　　地

さつまいも 徳島県　　 岡山県

里芋 高知県　鹿児島県　宮崎県　岡山県　 岡山県
じゃがいも 北海道　　　 岡山県
さやいんげん 高知県　鹿児島県　　 福岡県　茨城県　岡山県　
かぶら 岡山県　鹿児島県　鳥取県　福岡県 岡山県　長野県　
カリフラワー 徳島県　香川県　熊本県　岡山県　 高知県　新潟県　福岡県
キャベツ 岡山県　愛知県　香川県　佐賀県　熊本県　宮崎県 岡山県　
ごぼう 北海道　岡山県　青森県
こまつな 岡山県　福岡県
しゅんぎく 岡山県
しょうが 高知県　岡山県　　　
だいこん 徳島県　長崎県　鹿児島県　岡山県　
たまねぎ 北海道　　　
チンゲンサイ 岡山県　　　　　
青にら 高知県
にんじん 長崎県　熊本県　岡山県
にんにく 青森県　
根深ねぎ 鳥取県　
葉ねぎ 岡山県
はくさい 岡山県　香川県
パセリ 岡山県　千葉県
ブロッコリー 香川県　長崎県
ほうれん草 岡山県　広島県　群馬県　熊本県　長崎県

〇果物 〇水産物
食　材　名 産　　　　地 食　材　名 産　　　　地

みかん 福岡県　岡山県　和歌山県　熊本県　 あじ ニュ－ジ－ランド
愛媛県 さけ 北海道

あたごなし 岡山県 さわら 中国
コ－ルマン 岡山県 たら ロシア
柚 岡山県　高知県　熊本県 ベビ－ホタテ 青森県
りんご 長野県 むきえび ベトナム
レモン 広島県 いか短冊 中国

太白ちりめん 瀬戸内海

〇肉・卵 カットわかめ 瀬戸内海
食　材　名 産　　　　地 ひじき 韓国

牛肉 岡山県　兵庫県　京都府　広島県　徳島県　 

豚肉 岡山県　広島県　宮崎県　島根県    
鹿児島県　愛知県　香川県　

鶏肉 徳島県　鹿児島県　長崎県　宮崎県　　  

兵庫県　広島県　三重県　岡山県　愛媛県

鳥取県　島根県　高知県　香川県　

卵 宮崎県　岡山県　

※きのこ類（ ）は屋内生産

もやし（サリナス）
れんこん
みずな
（えのきだけ）
（ほんしめじ）
（ホワイトマッシュ）

平成３０年１２月分　学校給食使用食材の産地について

  （一財）岡山市学校給食会を通して使用した食材です。使用日または学校によって産地が異なって
います。

【主食・牛乳】※年間をとおして変更はありません。

食　材　名

もやし

◇米            岡山市 
◇小麦粉（パン・麺）  アメリカ・カナダ 
               ＊ただし、うどんは北海道産小麦粉、パン・ソフト麺・中華麺は２０％県内産                                   

                米粉を使用 
◇牛乳           岡山県 



【副食】
〇野菜・きのこ類

食  材  名 産　　　　地 産    　　地

さつまいも 徳島県　　 徳島県　岡山県

里芋 高知県　鹿児島　宮崎県　熊本県　愛媛県 高知県　宮崎県

じゃがいも 北海道　　　 山梨県　鹿児島県　高知県

さやいんげん 高知県　鹿児島県　　　 山梨県　鹿児島県　高知県

キャベツ 岡山県　愛知県　香川県　佐賀県　　　 香川県　長崎県
福岡県　鹿児島県 広島県　岡山県　福岡県　熊本県　長崎県

ごぼう 青森県　岡山県　北海道　茨城県　　　 岡山県　大分県　高知県　福岡県　

こまつな 岡山県　福岡県　熊本県　 岡山県

しゅんぎく 岡山県 岡山県

しょうが 高知県　岡山県　 福岡県　茨城県

せり 岡山県　福岡県　 岡山県　徳島県　

セロリ－ 静岡県　岡山県　福岡県　　 岡山県　長崎県

だいこん 徳島県　長崎県　鹿児島県　熊本県　　 岡山県　長野県
たまねぎ 北海道　　　 高知県　新潟県　長野県　福岡県

チンゲンサイ 岡山県 長野県　新潟県

青にら 高知県 岡山県

にんじん 長崎県　熊本県　鹿児島県

にんにく 青森県

根深ねぎ 鳥取県　岡山県

葉ねぎ 岡山県

はくさい 岡山県　香川県　

〇果物 〇水産物
食　材　名 産　　　　地 食　材　名 産　　　　地

ネ－ブル 広島県　和歌山県　 あじ ニュージーランド
ぽんかん 愛媛県　佐賀県　高知県 いわし 北太平洋
柚 高知県　岡山県 さけ 北海道　
りんご 青森県 さけ（トリムC) チリ

ベビーホタテ 青森県
さわら 中国
さば ノルウェー
げたミンチ 瀬戸内海
ぶり 鹿児島県　宮崎県　愛媛県
ホキ ニュージーランド

〇肉・卵 いか短冊 中国
食　材　名 産　　　　地 いか切身 中国

牛肉 岡山県  広島県  兵庫県  京都府 ホタテ小柱 中国
徳島県　北海道 むきえび インド

豚肉 岡山県   広島県   鹿児島県   宮崎県  シルバー ニュージーランド
香川県　高知県　愛媛県 赤魚 ノルウェー
島根県　長崎県 たら ロシア

鶏肉 鹿児島県 宮崎県 徳島県  長崎県   さんま 北海道
岡山県　鳥取県　佐賀県　高知県　香川県 ちりめんじゃこ インドネシア
愛媛県　島根県　兵庫県　三重県　広島県 カットわかめ 瀬戸内海

卵 宮崎県　岡山県　 ひじき 韓国

※きのこ類（ ）は屋内生産

（ほんしめじ）
（エリンギ）
（ホワイトマッシュ）

もやし（サリナス）
れんこん
みずな
すずな（かぶ）
すずしろ（大根）
（えのきだけ）

ピ－マン

赤ピ－マン
黄ピ－マン
ブロッコリ－
ほうれん草
みつば

平成３１年１月分　学校給食使用食材の産地について

  （一財）岡山市学校給食会を通して使用した食材です。使用日または学校によって産地が異なって
います。

【主食・牛乳】※年間をとおして変更はありません。

食　材　名

パセリ

◇米            岡山市 
◇小麦粉（パン・麺）  アメリカ・カナダ 
               ＊ただし、うどんは北海道産小麦粉、パン・ソフト麺・中華麺は２０％県内産                                   

                米粉を使用 
◇牛乳           岡山県 



【副食】
〇野菜・きのこ類

食  材  名 産　　　　地 産    　　地

さつまいも 徳島県　熊本県　 岡山県　徳島県

里芋 高知県　愛媛県　鹿児島県 岡山県　広島県　福岡県　鹿児島県
じゃがいも 北海道　　　 熊本県　徳島県
さやいんげん 高知県　鹿児島県　　　 岡山県　徳島県　高知県　大分県
キャベツ 岡山県　愛知県　香川県　佐賀県　鹿児島県　　 岡山県
ごぼう 青森県　岡山県　秋田県　茨城県　　　　 岡山県　
こまつな 岡山県　　 岡山県
しゅんぎく 岡山県 岡山県　長野県　
しょうが 高知県　　　 高知県　長野県　福岡県　
セロリ－ 香川県　静岡県　　 三重県　長野県　新潟県　鳥取県
だいこん 徳島県　熊本県　鹿児島県　長崎県　　　 新潟県　長野県
たまねぎ 北海道　　　　 岡山県
チイゲンサイ 岡山県　　　　
菜の花 香川県　高知県　
青にら 高知県　
にんじん 長崎県　熊本県　鹿児島県
にんにく 青森県
根深ねぎ 鳥取県　
葉ねぎ 岡山県
はくさい 岡山県　香川県　鹿児島県　宮崎県

〇果物 〇水産物
食　材　名 産　　　　地 食　材　名 産　　　　地

伊予柑 愛媛県 あじ ニュ－ジ－ランド
ネ－ブル 広島県　和歌山県　広島県　 いわし 北太平洋
きんかん 宮崎県 さけ チリ
りんご 青森県　 シルバー ニュ－ジ－ランド
レモン 香川県　広島県 さわら 中国

ホキ ニュ－ジ－ランド

〇肉・卵 ホタテ小柱 中国
食　材　名 産　　　　地 いか 中国　ベトナム

牛肉 岡山県  兵庫県  京都府　徳島県　広島県 さば ノルウェー
豚肉 岡山県   広島県   鹿児島県   宮崎県  たら ロシア

島根県　愛媛県　長崎県　香川県　高知県 赤魚 アイスランド　ノルウェー
鶏肉 鹿児島県 宮崎県 徳島県　岡山県　高知県   むきえび インド

鳥取県　愛媛県　三重県　広島県　香川県 ちりめんじゃこ インドネシア
島根県 兵庫県 カットわかめ 瀬戸内海

卵 宮崎県　　 ひじき 韓国

※きのこ類（ ）は屋内生産

（えのきだけ）
（ほんしめじ）
（なめこ）
（エリンギ）
（ホワイトマッシュ）

ほうれん草

みつば
もやし
もやし（サリナス）

れんこん

平成３１年２月分　学校給食使用食材の産地について

  （一財）岡山市学校給食会を通して使用した食材です。使用日または学校によって産地が異なって
います。

【主食・牛乳】※年間をとおして変更はありません。

食　材　名

パセリ

◇米            岡山市 
◇小麦粉（パン・麺）  アメリカ・カナダ 
               ＊ただし、うどんは北海道産小麦粉、パン・ソフト麺・中華麺は２０％県内産                                   

                米粉を使用 
◇牛乳           岡山県 



【副食】
〇野菜・きのこ類

食  材  名 産　　　　地 産    　　地

里芋 高知県　鹿児島県 岡山県

じゃがいも 北海道　　　 岡山県
さやいんげん 高知県　鹿児島県　　　　 広島県　岡山県
キャベツ 佐賀県　愛知県　岡山県　熊本県 長野県　岡山県
きゅうり 宮崎県　　　 高知県　福岡県
ごぼう 青森県　岡山県　　　　 三重県　長野県　新潟県　
こまつな 岡山県　　　 （エリンギ） 新潟県　長野県　香川県
しゅんぎく 岡山県 岡山県
しょうが 高知県　岡山県
セロリ― 香川県　静岡県　福岡県　
だいこん 長崎県　福岡県　徳島県　岡山県　香川県

たまねぎ 北海道　　
チンゲンサイ 岡山県　　　　
青にら 高知県　　　　
にんじん 徳島県　鹿児島県　長崎県
にんにく 青森県
根深ねぎ 鳥取県
葉ねぎ 岡山県 　
はくさい 長崎県　岡山県　香川県　熊本県 　
パセリ 岡山県　徳島県 　
ピ－マン 高知県　宮崎県　　 　
ブロッコリー 香川県　長崎県 　
ほうれん草 広島県　福岡県　岡山県 　
みつば 岡山県　大分県　高知県 　

〇果物 〇水産物
食　材　名 産　　　　地 食　材　名 産　　　　地

いちご 佐賀県　長崎県 あじ ニュージーランド
清見オレンジ 佐賀県　和歌山県 赤魚 ノルウェー
デコポン 熊本県　 さけ 北海道　チリ
ぶんたん 高知県 さわら 中国
りんご 青森県 シルバー ニュージーランド

ホキ ニュージーランド
いか 中国

〇肉・卵 むきえび インド
食　材　名 産　　　　地 ちりめんじゃこ インドネシア

牛肉 岡山県  広島県  兵庫県  京都府　北海道 カットわかめ 瀬戸内海
豚肉 岡山県   広島県   鹿児島県   宮崎県  ひじき 韓国

島根県　愛媛県　長崎県　香川県　高知県

鶏肉 鹿児島県　宮崎県　徳島県　鳥取県    
岡山県　高知県　島根県　兵庫県　広島県　

長崎県　愛媛県　三重県　佐賀県　香川県

卵 宮崎県　岡山県　

※きのこ類（ ）は屋内生産

もやし（サリナス）

わけぎ
（えのきだけ）
（ほんしめじ）
（なめこ）

（ホワイトマッシュ）

平成３１年３月分　学校給食使用食材の産地について

  （一財）岡山市学校給食会を通して使用した食材です。使用日または学校によって産地が異なって
います。

【主食・牛乳】※年間をとおして変更はありません。

食　材　名

もやし

◇米            岡山市 
◇小麦粉（パン・麺）  アメリカ・カナダ 
               ＊ただし、うどんは北海道産小麦粉、パン・ソフト麺・中華麺は２０％県内産                                   

                米粉を使用 
◇牛乳           岡山県 


