
№1　　献立と主な産地　（実績）

9月2日(月) ※　１食分を毎日測定しています。 富谷市学校給食センター

※ 済 ＝ 市独自放射線検査済　　

アレルギーA献立（小学校） アレルギーB献立（小学校）
料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査

[あじフライ] [あじフライA] [あじフライB]

  冷) あじフライ ベトナム、タイ   冷) あじフライ ベトナム、タイ   冷)あじ切身 ベトナム

[切り干し大根の炒り煮] [切干大根の炒り煮A] [切干大根の炒り煮B]

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   冷)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ、他

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

  つきこんにゃく 群馬   つきこんにゃく 群馬   つきこんにゃく 群馬

  切り干し大根 愛知   切り干し大根 愛知   切り干し大根 愛知

[さつま汁] [さつま汁] [さつまいものみそ汁]

  ごぼう(ささがき) 群馬 済   ごぼう(ささがき) 群馬 済   ごぼう(ささがき) 群馬 済

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  だいこん 北海道   だいこん 北海道   だいこん 北海道

  ｶｯﾄさつま芋(2cm角/皮付) 茨城 済   ｶｯﾄさつま芋(2cm角/皮付) 茨城 済   ｶｯﾄさつま芋(2cm角/皮付) 茨城 済

  鶏むね皮なし角切り 宮城   鶏むね皮なし角切り 宮城   豚もも肉スライス 宮城

  冷)豆腐1.5cm強化 岐阜、愛知、三重、他   冷)豆腐1.5cm強化 岐阜、愛知、三重、他   ねぎ 宮城 済

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

アレルギーA献立（中学校） アレルギーB献立（中学校）
料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査

[いわしごまみそ煮] [いわしの生姜煮] [さんまの生姜煮]

  冷)いわしごまみそ煮 北海道、青森県沖太平洋、千葉、他    冷)いわし生姜煮 北海道、青森県沖太平洋、千葉、他   冷）さんま塩焼き 三陸

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

[ほうれん草のおひたし] [ほうれん草のおひたし] [ほうれん草のおひたし]

  冷)カットほうれん草 茨城、群馬 済   冷)カットほうれん草 九州   冷)カットほうれん草 九州

  もやし 宮城（富谷市）   もやし 宮城（富谷市）   もやし 宮城（富谷市）

  笹かまぼこ(卵使用) アメリカ、インド、マレーシア、他   笹かまぼこ(卵不使用) アメリカ   笹かまぼこ(卵不使用) アメリカ

  かつお糸削り節 日本   糸削り節 日本   糸削り節 日本

[豆麩のみそ汁] [豆麩のみそ汁] [じゃがいもと大根のみそ汁]

  じゃがいも 千葉 済   じゃがいも 千葉 済   じゃがいも 千葉 済

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  だいこん 北海道   だいこん 北海道   だいこん 北海道

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   米粉ワンタン(小袋) 宮城、北海道

  冷)豆腐1.5cm強化 岐阜、愛知、三重、他   冷)豆腐1.5cm強化 岐阜、愛知、三重、他   ねぎ 宮城 済

  まめ麩 アメリカ、カナダ   まめ麩 アメリカ、カナダ

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№2　　献立と主な産地　（実績）

9月3日(火) ※　１食分を毎日測定しています。 富谷市学校給食センター

※ 済 ＝ 市独自放射線検査済　　

アレルギーA献立（小学校） アレルギーB献立（小学校）
料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査

[ポテトのオーブン焼き] [カレー入りお焼き] [カレー入りお焼き]

  ポテトのオーブン焼き 北海道、他   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本

  豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

  玉葱 北海道   玉葱 北海道

  にんじん 北海道   にんじん 北海道

[カラフルサラダ] [カラフルサラダ] [カラフルサラダ]

  冷)国産ブロッコリー 九州   冷)国産ブロッコリー 九州   冷)国産ブロッコリー 九州

  冷)カリフラワー エクアドル   冷)カリフラワー エクアドル   冷)カリフラワー エクアドル

  ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国   ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国

  ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国   ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国

[ミートボールスープ] [ミートボールスープA] [ミートボールスープB]

  玉葱 宮城 済   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  じゃがいも 千葉 済   じゃがいも 富谷市 済   じゃがいも 富谷市 済

  もやし 宮城（富谷市）   もやし 宮城（富谷市）   もやし 宮城（富谷市）

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済

  安心素材ミートボール 北アメリカ   冷) 安心素材ミートボール　 北アメリカ   豚もも肉(挽肉) 宮城

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

[ぶどうゼリー] [ぶどうゼリー] [ぶどうゼリー]

  冷) ぶどうゼリー アメリカ   冷) ぶどうゼリー アメリカ   冷) ぶどうゼリー アメリカ

アレルギーA献立（中学校） アレルギーB献立（中学校）
料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査

[照り焼きハンバーグ] [照り焼きハンバーグA] [照り焼きハンバーグB]

  冷)照り焼きハンバーグ 日本   冷)照り焼きハンバーグ 日本   玉葱 北海道

  豚もも肉(挽肉) 宮城

[枝豆とコーンのソテー] [枝豆とコーンのソテー] [いんげんとコーンのソテー]

  ｽﾗｲｽｳｲﾝﾅｰ（輪切り） アメリカ、日本、他   ウインナー(ｱﾚ用) 北アメリカ、ヨーロッパ   ウインナー(ｱﾚ用) 北アメリカ、ヨーロッパ

  冷)コーン(国産) 北海道   冷)コーン(国産) 北海道   冷)コーン(国産) 北海道

  冷)むき枝豆 インドネシア   冷)むき枝豆 インドネシア   冷)カットいんげん アメリカ

[ミネストローネ] [ミネストローネA] [ミネストローネB]

  ショルダーベーコン　 アメリカ、他   ベーコン(ｱﾚﾙｷﾞｰ用)　 ドイツ、フランス、デンマーク、他   ベーコン(ｱﾚﾙｷﾞｰ用)　 ドイツ、フランス、デンマーク、他

  玉葱 宮城 済   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  じゃがいも 富谷市 済   じゃがいも 富谷市 済   じゃがいも 富谷市 済

  じゃがいも 千葉 済   トマトペースト缶 トルコ   トマトペースト缶 トルコ

  トマトペースト缶 トルコ   乾)マカロニ(ｼｪﾙ) カナダ、アメリカ   米粉ﾏｶﾛﾆ(ﾌｼﾞｯﾘ)　 日本

  乾)マカロニ(ｼｪﾙ) カナダ、アメリカ

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№3　　献立と主な産地　（実績）

9月4日(水) ※　１食分を毎日測定しています。 富谷市学校給食センター

※ 済 ＝ 市独自放射線検査済　　

アレルギーA献立（小学校） アレルギーB献立（小学校）
料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査

[フルーツ杏仁ミックス] [フルーツゼリーミックスA] [フルーツゼリーミックスB]

  三色ゼリー 日本   冷)ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(ﾊﾁﾐﾂﾚﾓﾝ) イスラエル、アルゼンチン、他   冷)ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(ﾊﾁﾐﾂﾚﾓﾝ) イスラエル、アルゼンチン、他

  りんご ｼﾛｯﾌﾟ漬ﾀﾞｲｽ 青森   りんご ｼﾛｯﾌﾟ漬ﾀﾞｲｽ 青森   みかん缶(2号缶) 和歌山、大阪、徳島

  缶みかん(1斗缶) 愛知、和歌山、静岡   みかん缶(2号缶) 和歌山、大阪、徳島   パイン缶(3号缶)　 タイ

  缶パイン(1斗缶) タイ   パイン缶(3号缶)　 タイ

[マーボーライスの具] [マーボーライスの具A] [マーボーライスの具B]

  豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城

  ねぎ 山形 済   ねぎ 山形 済   ねぎ 山形 済

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

  たけのこ水煮短冊切り 熊本、他   たけのこ水煮短冊切り 熊本、他   たけのこ水煮短冊切り 熊本、他

  冷)豆腐(2cm角)　 岐阜、愛知、三重、他   冷)豆腐(2cm角)　 岐阜、愛知、三重、他   ショートマロニー カナダ、アメリカ

  冷)カットにら 長崎   冷)カットにら 長崎   冷)カットにら 長崎

アレルギーA献立（中学校） アレルギーB献立（中学校）
料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）

地区駅伝の為、給食なし。 地区駅伝の為、給食なし。 地区駅伝の為、給食なし。



№4　　献立と主な産地　（実績）

9月5日(木) ※　１食分を毎日測定しています。 富谷市学校給食センター

※ 済 ＝ 市独自放射線検査済　　

アレルギーA献立（小学校） アレルギーB献立（小学校）
料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査

[照り焼きハンバーグ] [照り焼きハンバーグA] [照り焼きハンバーグB]

  冷)照り焼きハンバーグ 日本   冷)照り焼きハンバーグ 日本   玉葱 北海道

  豚もも肉(挽肉) 宮城

[枝豆とコーンのソテー] [枝豆とコーンのソテー] [いんげんとコーンのソテー]

  ｽﾗｲｽｳｲﾝﾅｰ（輪切り） アメリカ、日本、他   ウインナー(ｱﾚ用) 北アメリカ、ヨーロッパ   ウインナー(ｱﾚ用) 北アメリカ、ヨーロッパ

  冷)コーン(国産) 北海道   冷)コーン(国産) 北海道   冷)コーン(国産) 北海道

  冷)むき枝豆 インドネシア   冷)むき枝豆 インドネシア   冷)カットいんげん アメリカ

[ミネストローネ] [ミネストローネA] [ミネストローネB]

  ショルダーベーコン　 アメリカ、他   ベーコン(ｱﾚﾙｷﾞｰ用)　 ドイツ、フランス、デンマーク、他   ベーコン(ｱﾚﾙｷﾞｰ用)　 ドイツ、フランス、デンマーク、他

  玉葱 宮城 済   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  じゃがいも 千葉 済   じゃがいも 宮城（富谷市） 済   じゃがいも 宮城（富谷市） 済

  トマトペースト缶 トルコ   トマトペースト缶 トルコ   トマトペースト缶 トルコ

  乾)マカロニ(ｼｪﾙ) カナダ、アメリカ   乾)マカロニ(ｼｪﾙ) カナダ、アメリカ   米粉ﾏｶﾛﾆ(ﾌｼﾞｯﾘ)　 日本

アレルギーA献立（中学校） アレルギーB献立（中学校）
料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査

[ポテトのオーブン焼き] [カレー入りお焼き]

  ポテトのオーブン焼き 北海道、他   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本

  豚もも肉(挽肉) 宮城

  冷)おろしにんにく 青森 済

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

  玉葱 北海道

  にんじん 北海道

[カラフルサラダ] [カラフルサラダ]

  冷)国産ブロッコリー 九州   冷)国産ブロッコリー 九州

  冷)カリフラワー エクアドル   冷)カリフラワー エクアドル

  ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国   ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国

  ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国   ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国

[ミートボールスープ] [ミートボールスープA]

  玉葱 宮城 済   玉葱 北海道

  にんじん 北海道   にんじん 北海道

  じゃがいも 千葉 済   じゃがいも 宮城（富谷市） 済

  もやし 宮城（富谷市）   もやし 宮城（富谷市）

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済

  安心素材ミートボール 北アメリカ   冷) 安心素材ミートボール　 北アメリカ

[ぶどうゼリー] [ぶどうゼリー]

  冷) ぶどうゼリー アメリカ   冷) ぶどうゼリー アメリカ

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）

該当者なし。

・



№5　　献立と主な産地　（実績）

9月6日(金) ※　１食分を毎日測定しています。 富谷市学校給食センター

※ 済 ＝ 市独自放射線検査済　　

アレルギーA献立（小学校） アレルギーB献立（小学校）
料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査

[春巻き] [春巻きA] [春巻きB]

  冷)国産具材の中華春巻 日本   冷)国産具材の中華春巻 日本   豚もも肉(挽肉) 宮城

  キャベツ 群馬 済

  にら 茨城 済

  にんじん 北海道

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

[バンサンスー] [バンサンスー] [バンサンスー]

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済

  ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) 北アメリカ、ヨーロッパ、他   ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) 北アメリカ、ヨーロッパ、他   ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) 北アメリカ、ヨーロッパ、他

  錦糸たまご 秋田   ショートマロニー 北海道   ショートマロニー 北海道

  ショートマロニー 北海道

[塩ワンタンスープ] [塩ワンタンスープ] [米粉ワンタンスープ]

  にんじん 北海道   豚バラ肉スライス 宮城   豚バラ肉スライス 宮城

  はくさい 長野   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  焼き豚　 スペイン、デンマーク、他   はくさい 長野   はくさい 長野

  冷)なるとｽﾗｲｽ(乳卵不) アメリカ   冷)なるとｽﾗｲｽ(乳卵不) アメリカ   冷)なるとｽﾗｲｽ(乳卵不) アメリカ

  水煮メンマ 台湾   水煮メンマ　 台湾   水煮メンマ　 台湾

  手延べワンタン アメリカ、カナダ、他   手延べワンタン アメリカ、カナダ、他   米粉ワンタン(小袋) 宮城、北海道

  ねぎ 山形 済   ねぎ 山形 済   ねぎ 山形 済

通常献立（小学校）



№6　　献立と主な産地　（実績）

9月6日(金) ※　１食分を毎日測定しています。 富谷市学校給食センター

※ 済 ＝ 市独自放射線検査済　　

アレルギーA献立（中学校） アレルギーB献立（中学校）
料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査

[そぼろ丼の具] [そぼろ丼の具A] [そぼろ丼の具B]

  鶏モモ 皮なし 粗挽き肉 岩手   鶏モモ 皮なし 粗挽き肉 岩手   豚もも肉(挽肉) 宮城

  豚モモ肉(挽肉) 宮城   豚モモ肉(挽肉) 宮城   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城   玉葱 北海道

  玉葱 宮城 済   玉葱 北海道   にんじん 北海道

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   冷)グリンピース アメリカ

  冷)グリンピース アメリカ   冷)グリンピース アメリカ

  冷)炒り卵(Fe･Ca･繊維) 日本

[野菜とがんもの煮物] [野菜とがんもの煮物] [野菜とﾐｯｸｽﾎﾞｰﾙの煮物]

  ごぼう(乱切り) 群馬 済   ごぼう(乱切り) 群馬 済   豚もも肉スライス 宮城

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   ごぼう(乱切り) 群馬 済

  たけのこ水煮乱切り 熊本、他   たけのこ水煮乱切り 熊本、他   にんじん 北海道

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   たけのこ水煮乱切り 熊本、他

  冷）ミニがんも 北アメリカ   冷)ミニがんも 北アメリカ   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

  冷)カットいんげん アメリカ   冷)カットいんげん アメリカ   冷)野菜ﾐｯｸｽﾎﾞｰﾙ アメリカ、日本、他

  冷)カットいんげん アメリカ

[すいとん汁] [すいとん汁] [米粉すいとん汁]

  ごぼう(ささがき) 群馬 済   ごぼう(ささがき) 群馬 済   ごぼう(ささがき) 群馬 済

  だいこん 北海道   だいこん 北海道   だいこん 北海道

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  鶏もも肉皮なし角切り 岩手   鶏もも肉皮なし角切り 岩手   豚もも肉スライス 宮城

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   冷)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ

  冷)すいとん　 群馬   冷)すいとん　 群馬   料理用米粉 宮城

  ねぎ 山形 済   ねぎ 山形 済   ねぎ 山形 済

通常献立（中学校）


