
献立日 食 品 名 産　地 献立日 食 品 名 産　地 献立日 食 品 名 産　地

２/３月 いわし 茨城 ２/１２水 しめじ 長野 ２/１９水 カット油あげ アメリカ

２/３月 さつまいも 徳島 ２/１２水 さといも 三重 ２/１９水 しめじ 長野

２/３月 にんじん 鹿児島 ２/１２水 ねぎ 愛知 ２/１９水 手巻きのり 三重

２/３月 ごぼう 青森 ２/１２水 だいこん 青森 ２/２０木 鶏肉 鹿児島

２/３月 だいこん 青森 ２/１２水 黒大豆 北海道 ２/２０木 玉ねぎ 北海道

２/３月 豆腐 アメリカ、カナダ ２/１３木 豚肉 三重 ２/２０木 にんじん 愛知

２/３月 油あげ アメリカ ２/１３木 しょうが 高知 ２/２０木 じゃがいも 北海道

２/３月 ねぎ 愛知 ２/１３木 にんにく 青森 ２/２０木 さやいんげん 北海道

２/３月 節分豆 国内産 ２/１３木 鶏卵 津市 ２/２０木 煮干し 京都

２/４火 豚肉 三重 ２/１３木 たけのこ 三重 ２/２０木 青のり 三重

２/４火 セロリー 愛知 ２/１３木 にんじん 愛知 ２/２０木 はくさい 三重

２/４火 にんにく 青森 ２/１３木 もやし 三重 ２/２１金 豚肉 三重

２/４火 玉ねぎ 北海道 ２/１３木 鶏肉 鹿児島 ２/２１金 しょうが 高知

２/４火 にんじん 鹿児島 ２/１３木 玉ねぎ 北海道 ２/２１金 にんにく 青森

２/４火 じゃがいも 北海道 ２/１３木 ホールコーン タイ ２/２１金 干ししいたけ 長崎、鹿児島、宮崎

２/４火 グリンピース アメリカ ２/１３木 チンゲン菜 愛知 ２/２１金 ねぎ 高知

２/４火 トマト水煮 イタリア ２/１４金 鶏肉 鹿児島 ２/２１金 にんじん 愛知

２/４火 みかん 和歌山 ２/１４金 にんにく 青森 ２/２１金 だいこん 千葉

２/４火 ネーブルオレンジ オーストラリア ２/１４金 にんじん 愛知 ２/２１金 大豆 亀山

２/５水 いか 日本 ２/１４金 玉ねぎ 北海道 ２/２１金 ブロッコリー 愛知

２/５水 レモン アメリカ ２/１４金 ホールコーン タイ ２/２５火 ホキ ニュージーランド

２/５水 金時豆 北海道 ２/１４金 グリンピース アメリカ ２/２５火 じゃがいも 北海道

２/５水 だいこん 青森 ２/１４金 ベーコン 群馬、千葉 ２/２５火 ベーコン 群馬、千葉

２/５水 小松菜 静岡 ２/１４金 はくさい 愛知 ２/２５火 切干大根 宮崎

２/５水 カット油あげ アメリカ ２/１４金 豆乳 アメリカ、カナダ ２/２５火 セロリー 愛知

２/５水 ねぎ 愛知 ２/１７月 えび インド・パキスタン ２/２５火 にんにく 青森

２/６木 鶏肉 鹿児島 ２/１７月 しょうが 高知 ２/２５火 キャベツ 愛知

２/６木 にんじん 鹿児島 ２/１７月 にんにく 青森 ２/２５火 玉ねぎ 北海道

２/６木 しめじ 長野 ２/１７月 玉ねぎ 北海道 ２/２５火 にんじん 愛知

２/６木 ねぎ 愛知 ２/１７月 ねぎ 愛知 ２/２５火 ゆで大豆 三重

２/６木 カット油あげ アメリカ ２/１７月 チンゲン菜 愛知 ２/２６水 鶏肉 鹿児島

２/６木 キャベツ 三重 ２/１７月 ホールコーン タイ ２/２６水 しょうが 高知

２/６木 ひじき 韓国 ２/１７月 にんじん 鹿児島 ２/２６水 にんにく 青森

２/６木 しょうが 高知 ２/１７月 わかめ 韓国 ２/２６水 玉ねぎ 北海道

２/７金 ゆで大豆 三重 ２/１７月 もやし 三重 ２/２６水 にんじん 愛知

２/７金 ごぼう 青森 ２/１８火 ゆで大豆 三重 ２/２６水 じゃがいも 北海道

２/７金 れんこん 茨城 ２/１８火 鶏肉 鹿児島 ２/２６水 グリンピース アメリカ

２/７金 にんじん 愛知 ２/１８火 ホールコーン タイ ２/２６水 切干大根 宮崎

２/７金 干ししいたけ 長崎、鹿児島、宮崎 ２/１８火 むき枝豆 北海道 ２/２６水 まぐろあぶらづけ 中西部太平洋

２/７金 昆布 北海道 ２/１８火 シュレットチーズ オーストラリア、アメリカ ２/２７木 豚肉 三重

２/７金 なばな 三重 ２/１８火 ベーコン 群馬、千葉 ２/２７木 玉ねぎ 北海道

２/７金 キャベツ 三重 ２/１８火 セロリー 愛知 ２/２７木 にんじん 愛知

２/１０月 鯖 ノルウェー ２/１８火 切干大根 宮崎 ２/２７木 焼き豆腐 アメリカ、カナダ

２/１０月 しょうが 高知 ２/１８火 にんじん 愛知 ２/２７木 はくさい 宮崎

２/１０月 キャベツ 三重 ２/１８火 玉ねぎ 北海道 ２/２７木 しめじ 長野

２/１０月 豚肉 三重 ２/１８火 キャベツ 愛知 ２/２７木 れんこん 茨城

２/１０月 だいこん 青森 ２/１８火 パセリ乾 アメリカ・ドイツ ２/２８金 鶏肉 鹿児島

２/１０月 はくさい 茨城 ２/１９水 めひかり 愛知・宮崎 ２/２８金 玉ねぎ 北海道

２/１０月 にんじん 愛知 ２/１９水 豚肉 三重 ２/２８金 にんじん 愛知

２/１０月 さといも 三重 ２/１９水 納豆 日本 ２/２８金 高野豆腐 アメリカ、カナダ

２/１０月 ねぎ 愛知 ２/１９水 だいこん 亀山 ２/２８金 鶏卵 津市

２/１２水 牛肉 愛知 ２/１９水 にんじん 亀山 ２/２８金 さやいんげん 北海道

２/１２水 にんじん 愛知 ２/１９水 うずら卵 愛知・静岡 ２/２８金 ホールコーン タイ

２/２８金 キャベツ 愛知

亀山市学校給食使用食材産地一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年２月３日～２月２８日使用分　　(亀山西小学校使用分参考)

○主食（ごはん・パン）については財団法人三重県学校給食会を通じて調達し、米については１００％亀山産を使用しています。
○牛乳については、三重県学校給食牛乳協会を通じて調達しており、三重県産の低温殺菌牛乳を使用しています。
○色づけされているものは、市内共通で使用している食材です。


