
　　献立と主な産地　（実績）

9月30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

[鮭ﾒﾝﾁﾀﾙﾀﾙｿｰｽﾌﾗｲ] [さけメンチカツ] [まぐろメンチカツ]

  鮭メンチﾀﾙﾀﾙｿｰｽﾌﾗｲ 日本   冷）鮭メンチカツ 日本、アメリカ、他   豚もも肉(挽肉) 宮城

  まぐろﾌﾚｰｸ缶詰 中西部太平洋

  玉葱 北海道

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

[梅おかかあえ] [梅おかかあえ] [梅おかかあえ]

  乾)カットわかめ 三陸   乾)カットわかめ 三陸   乾)カットわかめ 三陸

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済

  焼き竹輪(卵使用)　 インド、アメリカ、ベトナム、他   冷)ちくわ(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) 北海道、アメリカ   冷)ちくわ(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) 北海道、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

[おじゃがもち汁] [おじゃがもち汁A] [おじゃがもち汁B]

  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

  ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野

  冷)おじゃがもちﾎﾞｰﾙ　 北海道、タイ   冷)おじゃがもちﾎﾞｰﾙ　 北海道、タイ   冷)おじゃがもちﾎﾞｰﾙ　 北海道、タイ

  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

  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

振　替　休　業　日 振　替　休　業　日

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）

振　替　休　業　日



№2

　　献立と主な産地　（実績）

10月1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

[ささかまのピザソース焼き] [ささかまのﾋﾟｻﾞｿｰｽ焼き] [ささかまのﾏﾖﾈｰｽﾞ焼き]

  ﾁﾙﾄﾞ)笹かま乳卵無 アメリカ   ﾁﾙﾄﾞ)笹かま乳卵無 アメリカ   ﾁﾙﾄﾞ)笹かま乳卵無 アメリカ

[ポークビーンズ] [ポークビーンズA] [ポークビーンズ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

  玉葱 宮城   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 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

  冷)大豆 北海道   冷)大豆 北海道   冷)ひよこ豆 アメリカ、イタリア、カナダ、他

  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

[りんご] [りんご] [なし]

  りんご 宮城（大郷町） 済   りんご 宮城（大郷町） 済   日本なし　 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

振　替　休　業　日 振　替　休　業　日

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）

振　替　休　業　日



№3

　　献立と主な産地　（実績）

10月2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

[焼きぎょうざ] [焼きぎょうざA] [焼きぎょうざB]

  冷)焼きぎょうざ 日本  冷)焼きぎょうざ 日本   豚もも肉(挽肉) 宮城

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

  ねぎ 青森 済

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

[ホイコーロー] [ホイコーロー] [ホイコーロー]

  豚バラ肉スライス 宮城   豚バラ肉スライス 宮城   豚バラ肉スライス 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

  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 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  玉葱 宮城 済   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済

  ﾁﾙﾄﾞ)青ﾋﾟｰﾏﾝ(種無ﾊｰﾌｶｯﾄ) 岩手 済   ﾁﾙﾄﾞ)青ﾋﾟｰﾏﾝ(種無ﾊｰﾌｶｯﾄ) 岩手 済   ﾁﾙﾄﾞ)青ﾋﾟｰﾏﾝ(種無ﾊｰﾌｶｯﾄ) 岩手 済

[えびボールスープ] [えびボールスープ] [たこボールスープ]

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  たけのこ水煮せん切り 九州   たけのこ水煮せん切り 九州   たけのこ水煮せん切り 九州

  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

  冷)えびボール ベトナム、日本   冷)えびボール ベトナム、日本   冷）たこボール 北海道、タイ

  春雨(5cmｶｯﾄ) 北海道   春雨(5cmｶｯﾄ) 北海道   春雨(5cmｶｯﾄ) 北海道

  冷)ｶｯﾄﾁﾝｹﾞﾝ菜 茨城 済   冷)ｶｯﾄﾁﾝｹﾞﾝ菜 茨城 済   冷)ｶｯﾄﾁﾝｹﾞﾝ菜 茨城 済

  ねぎ 青森 済   ねぎ 青森 済   ねぎ 青森 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 産地 料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査

[もやしの中華和え] [もやしの中華和え] [もやしの中華和え]

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

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済

  ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) アメリカ、デンマーク、他   ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) アメリカ、デンマーク、他   ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) アメリカ、デンマーク、他

  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

[豆腐の中華丼の具] [豆腐の中華丼の具] [中華丼の具]

  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

  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 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  たけのこ水煮短冊切り 九州   たけのこ水煮短冊切り 九州   たけのこ水煮短冊切り 九州

  玉葱 宮城 済   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野

  うずら卵缶 日本   冷)豆腐1.5cm強化 岐阜、愛知、三重、他   冷)なるとｽﾗｲｽ(乳卵不) アメリカ

  冷)豆腐1.5cm強化 岐阜、愛知、三重、他   冷)ｶｯﾄﾁﾝｹﾞﾝ菜 茨城 済   冷)ｶｯﾄﾁﾝｹﾞﾝ菜 茨城 済

  冷)ｶｯﾄﾁﾝｹﾞﾝ菜 茨城 済

[冷凍パイン] [冷凍パイン] [冷凍パイン]

  冷)ベビーパイン インドネシア   冷)ベビーパイン インドネシア   冷)ベビーパイン インドネシア

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№4

　　献立と主な産地　（実績）

10月3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

[小女子のかき揚げ] [小女子のかき揚げ] [竹輪のかき揚げ]

  冷）小女子のかき揚げ アメリカ、日本、他   冷）小女子のかき揚げ アメリカ、日本、他   玉葱 北海道

  にんじん 北海道

  冷)ちくわ(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) 北海道、アメリカ

[かみかみ和え] [かみかみ和え] [かみかみ和え]

  だいこん 青森 済   冷)コーン(国産) 北海道   冷)コーン(国産) 北海道

  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）

  ソフトさきいか 日本   切り干し大根 宮崎   切り干し大根 宮崎

[ピリ辛とんこつうどん] [ピリ辛うどん] [ピリ辛米粉めん]

  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 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 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

  冷)キムチ漬け　 日本   冷)キムチ漬け　 日本   冷)キムチ漬け　 日本

  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   米粉めん 宮城、北海道

  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

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

  ねぎ 青森 済   ねぎ 青森 済   ねぎ 青森 済

[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 アルゼンチン、他   冷）ぶどうゼリー アルゼンチン、他   冷）ぶどうゼリー アルゼンチン、他

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

[ハンバーグケチャップソース] [ハンバーグケチャップｿｰｽA] [ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞｹﾁｬｯﾌﾟｿｰｽB]

  国産鶏豚ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(ｹﾁｬｯﾌﾟ 日本   冷)ハンバーグ 岩手、青森、茨城、北海道、佐賀、他   玉葱 北海道

  豚もも肉(挽肉) 宮城

[カラフルポテト] [カラフルポテトA] [カラフルポテト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   ベーコン(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) ドイツ、フランス、デンマーク

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

  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)グリンピース アメリカ

[ＡＢＣマカロニスープ] [ＡＢＣマカロニスープ] [米粉マカロニスープ]

  鶏むね皮なし角切 宮城   鶏むね皮なし角切 岩手   ベーコン(ｱﾚﾙｷﾞｰ用)　 ドイツ、フランス、デンマーク

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  玉葱 宮城 済   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済

  乾)ＡＢＣマカロニ カナダ、他   乾)ＡＢＣマカロニ カナダ、他   米粉ﾏｶﾛﾆ(ﾐﾆｻｲｽﾞ) 日本

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№5

　　献立と主な産地　（実績）

10月4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

[豚肉のみそ焼き] [豚肉のみそ焼きA] [豚肉のみそ焼きB]

  ﾁﾙﾄﾞ)豚肩ﾛｰｽ切身みそ味付 チリ   ﾁﾙﾄﾞ)豚肩ﾛｰｽ切身みそ味付 チリ   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

[小松菜のおひたし] [小松菜のおひたし] [小松菜のおひたし]

  冷)カット小松菜 茨城、群馬、埼玉 済   冷)カット小松菜 茨城、群馬、埼玉 済   冷)カット小松菜 茨城、群馬、埼玉 済

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 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）

  焼き竹輪(卵使用) インド、他   冷)ちくわ(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) 北海道、アメリカ   冷)ちくわ(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) 北海道、アメリカ

  かつお糸削り節 日本   かつお糸削り節 日本   かつお糸削り節 日本

[いものこ汁] [いものこ汁A] [いものこ汁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

  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

  冷)里芋 九州   冷)里芋 九州   冷)里芋 九州

  ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野

  つきこんにゃく 日本   つきこんにゃく 日本   つきこんにゃく 日本

  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

[野菜入り肉団子] [野菜入り肉団子] [肉だんご]

  冷）野菜ミックス肉団子 茨城、千葉、宮城、北海道、佐賀、他   冷）野菜ミックス肉団子 茨城、千葉、宮城、北海道、佐賀、他   玉葱 北海道

  豚もも肉(挽肉) 宮城

[ひじきの炒り煮] [ひじきの炒り煮A] [ひじきの炒り煮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 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  つきこんにゃく 日本   つきこんにゃく 日本   つきこんにゃく 日本

  乾燥芽ひじき 熊本、愛媛   乾燥芽ひじき 熊本、愛媛   乾燥芽ひじき 熊本、愛媛

  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)カットいんげん アメリカ

[なめこ汁] [なめこ汁A] [なめこ汁B]

  だいこん 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

  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角 強化 岐阜、愛知、三重、他   にんじん 青森 済

  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）


