
№1　　献立と主な産地　（実績）

9月17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

[ドライカレー] [ドライカレー] [ドライカレー]

  豚もも肉(挽肉) 宮城   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   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

  玉葱 宮城 済   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  冷)にんじん　ﾀﾞｲｽ 北海道、茨城、長崎、鹿児島   冷)にんじん　ﾀﾞｲｽ 北海道、茨城、長崎、鹿児島   冷)にんじん　ﾀﾞｲｽ 北海道、茨城、長崎、鹿児島

  冷)ｿﾃｰﾄﾞｵﾆｵﾝ(ﾀﾞｲｽ) 日本   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

[ラビオリスープ] [ラビオリスープ] [米粉マカロニスープ]

  玉葱 宮城 済   玉葱 北海道   ベーコン(ｱﾚﾙｷﾞｰ用)　 ドイツ、フランス、デンマーク、他

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   玉葱 北海道

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済   にんじん 北海道

  冷)ラビオリ アメリカ、日本、他   冷)ラビオリ　 アメリカ、日本、他   キャベツ 群馬 済

  米粉ﾏｶﾛﾆ(ﾌｼﾞｯﾘ)　 日本

[ヨーグルト] [はちみつレモンゼリー] [はちみつレモンゼリー]

  ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ｿﾌｰﾙ) 北海道   冷)はちみつレモンゼリー イタリア   冷)はちみつレモンゼリー イタリア

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

[かぼちゃ天ぷら] [かぼちゃ天ぷらA] [かぼちゃ天ぷらB]

  冷)かぼちゃ天ぷら メキシコ、日本   冷)かぼちゃ天ぷら メキシコ、日本   日本かぼちゃ 北海道

[海藻サラダ] [海藻サラダ] [海藻サラダ]

  海藻ミックス  三陸、熊本、北海道、青森、他   海藻ミックス  三陸、熊本、北海道、青森、他   海藻ミックス  三陸、熊本、北海道、青森、他

  乾)カットわかめ 宮城   乾)カットわかめ 宮城   乾)カットわかめ 宮城

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済

[山菜うどん] [山菜うどん] [山菜米粉めん]

  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

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   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   山菜ﾐｯｸｽ水煮 新潟、他

  山菜ﾐｯｸｽ水煮 新潟、他   山菜ﾐｯｸｽ水煮 新潟、他   米粉めん 宮城、北海道

  冷凍うどん 日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア   冷凍うどん 日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア   ねぎ 茨城 済

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 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18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

[鶏肉の香味焼き] [鶏肉の香味焼き] [豚肉の香味焼き]

  鶏肉の香味焼き ブラジル   鶏肉の香味焼き ブラジル   豚肩ﾛｰｽ切り身 宮城

  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

[肉じゃが] [肉じゃが] [肉じゃが]

  豚もも肉スライス 宮城   豚もも肉スライス 宮城   豚もも肉スライス 宮城

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  玉葱 宮城 済   玉葱 北海道   玉葱 北海道

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

  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

  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

[なめこ汁] [なめこ汁A] [なめこ汁B]

  だいこん 北海道   だいこん 北海道   だいこん 北海道

  なめこ(大袋) 宮城 済   なめこ(大袋) 宮城 済   なめこ(大袋) 宮城 済

  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   にんじん 北海道

  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

[バンバンジーサラダ] [バンバンジーサラダ] [ツナともやしのサラダ]

  鶏ささみ水煮ﾌﾚｰｸ　 日本   鶏ささみ水煮ﾌﾚｰｸ　 日本   まぐろﾌﾚｰｸ缶詰 中西部太平洋

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 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）

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

[中華飯の具] [中華飯の具A] [中華飯の具B]

  豚もも肉スライス 宮城   豚もも肉スライス 宮城   豚もも肉スライス 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

  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

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

  はくさい 北海道   はくさい 北海道   はくさい 北海道

  冷)むきえび インド、東南アジア   冷)むきえび インド、東南アジア   冷)野菜ﾐｯｸｽﾎﾞｰﾙ アメリカ、日本、他

  冷)いかかのこ短冊 ペルー、チリ   冷)いかかのこ短冊 ペルー、チリ   ヤングコーン缶(ｶｯﾄ) タイ

  ヤングコーン缶(ｶｯﾄ) タイ   ヤングコーン缶(ｶｯﾄ) タイ   冷)カットいんげん アメリカ

  うずら卵缶(1号缶) 愛知、静岡、群馬、千葉、埼玉、他   冷)カットいんげん アメリカ

  冷)カットいんげん アメリカ

[アセロラゼリー] [アセロラゼリーA] [アセロラゼリーB]

   冷)アセロラゼリー　 ブラジル、ベトナム    冷)アセロラゼリー　 ブラジル、ベトナム   冷)アセロラゼリーC100　 ブラジル、ベトナム

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19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

[かぼちゃ天ぷら] [かぼちゃ天ぷらA] [かぼちゃ天ぷらB]

  冷)かぼちゃ天ぷら メキシコ、日本   冷)かぼちゃ天ぷら メキシコ、日本   日本かぼちゃ 北海道

[海藻サラダ] [海藻サラダ] [海藻サラダ]

  海藻ミックス  三陸、熊本、北海道、青森、他   海藻ミックス  三陸、熊本、北海道、青森、他   海藻ミックス  三陸、熊本、北海道、青森、他

  乾)カットわかめ 宮城   乾)カットわかめ 宮城   乾)カットわかめ 宮城

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済

[山菜うどん] [山菜うどん] [山菜米粉めん]

  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

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   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   山菜ﾐｯｸｽ水煮　 新潟、他

  山菜ﾐｯｸｽ水煮 新潟、他   山菜ﾐｯｸｽ水煮 新潟、他   米粉めん 宮城、北海道

  冷凍うどん 日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア   冷凍うどん 日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア   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

[ドライカレー] [ドライカレー] [ドライカレー]

  豚もも肉(挽肉) 宮城   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   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

  玉葱 宮城 済   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  冷)にんじん　ﾀﾞｲｽ 北海道、茨城、長崎、鹿児島   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  冷)ｿﾃｰﾄﾞｵﾆｵﾝ(ﾀﾞｲｽ) 日本   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

[ラビオリスープ] [ラビオリスープ] [米粉マカロニスープ]

  玉葱 宮城 済   玉葱 北海道   ベーコン(ｱﾚﾙｷﾞｰ用)　 ドイツ、フランス、デンマーク、他

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   玉葱 北海道

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済   にんじん 北海道

  冷)ラビオリ アメリカ、日本、他   冷)ラビオリ　 アメリカ、日本、他   キャベツ 群馬 済

  米粉ﾏｶﾛﾆ(ﾌｼﾞｯﾘ)　 日本

[ヨーグルト] [はちみつレモンゼリー] [はちみつレモンゼリー]

  ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ｿﾌｰﾙ) 北海道   冷)はちみつレモンゼリー イタリア   冷)はちみつレモンゼリー イタリア

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№4　　献立と主な産地　（実績）

9月20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

[バンバンジーサラダ] [バンバンジーサラダ] [ツナともやしのサラダ]

  鶏ささみ水煮ﾌﾚｰｸ　 日本   鶏ささみ水煮ﾌﾚｰｸ　 日本   まぐろﾌﾚｰｸ缶詰 中西部太平洋

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 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）

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

[中華飯の具] [中華飯の具A] [中華飯の具B]

  豚もも肉スライス 宮城   豚もも肉スライス 宮城   豚もも肉スライス 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

  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

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

  はくさい 北海道   はくさい 北海道   はくさい 北海道

  冷)むきえび インド、東南アジア   冷)むきえび インド、東南アジア   冷)野菜ﾐｯｸｽﾎﾞｰﾙ アメリカ、日本、他

  冷)いかかのこ短冊 ペルー、チリ   冷)いかかのこ短冊 ペルー、チリ   ヤングコーン缶(ｶｯﾄ) タイ

  ヤングコーン缶(ｶｯﾄ) タイ   ヤングコーン缶(ｶｯﾄ) タイ   冷)カットいんげん アメリカ

  うずら卵缶(1号缶) 愛知、静岡、群馬、千葉、埼玉、他   冷)カットいんげん アメリカ

  冷)カットいんげん アメリカ

[アセロラゼリー] [アセロラゼリーA] [アセロラゼリーB]

   冷)アセロラゼリー　 ブラジル、ベトナム    冷)アセロラゼリー　 ブラジル、ベトナム   冷)アセロラゼリーC100　 ブラジル、ベトナム

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

[鶏肉の香味焼き] [鶏肉の香味焼き] [豚肉の香味焼き]

  鶏肉の香味焼き ブラジル   鶏肉の香味焼き ブラジル   豚肩ﾛｰｽ切り身 宮城

  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

[肉じゃが] [肉じゃが] [肉じゃが]

  豚もも肉スライス 宮城   豚もも肉スライス 宮城   豚もも肉スライス 宮城

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  玉葱 宮城 済   玉葱 北海道   玉葱 北海道

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

  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

  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

[なめこ汁] [なめこ汁A] [なめこ汁B]

  だいこん 北海道   だいこん 北海道   だいこん 北海道

  なめこ(大袋) 宮城 済   なめこ(大袋) 宮城 済   なめこ(大袋) 宮城 済

  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   にんじん 北海道

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）


