
№1　　献立と主な産地　（実績）
10月28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

[あじのさんが焼き] [あじのさんが焼き] [たこのさんが焼き]

 冷） あじ入りさんが 日本   冷）あじ入りさんが 日本   玉葱 北海道

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城   にんじん 青森 済

  ごぼう(半月切り) 青森 済

  ねぎ 宮城 済

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

  冷）たこボール 北海道、タイ

  豚もも肉(挽肉) 宮城

[すき昆布の炒り煮] [すき昆布の炒り煮] [すき昆布の炒り煮]

  スライスさつま揚げ ベトナム、アメリカ、日本、他   冷)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ、他   冷)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ、他

  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

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  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

  すき昆布 岩手   すき昆布 岩手   すき昆布 岩手

[おくずかけ] [おくずかけA] [おくずかけB]

  ごぼう(半月切り) 青森 済   ごぼう(半月切り) 青森 済   ごぼう(半月切り) 青森 済

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  冷)里芋 九州   冷)里芋 九州   冷)里芋 九州

  糸こんにゃく 日本   糸こんにゃく 日本   糸こんにゃく 日本

  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

  なす 高知   なす 高知   なす 高知

  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

  まめ麩 アメリカ、カナダ   まめ麩 アメリカ、カナダ

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

[ビビンバ(肉炒め)] [ビビンバ(肉炒め)] [ビビンバ(肉炒め)]

  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

  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

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

[ビビンバ(ナムル)] [ビビンバ(ナムル)] [ビビンバ(ナムル)]

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

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  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

  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

[たまごとわかめのスープ] [わかめスープA] [わかめスープB]

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  たけのこ水煮せん切り 九州   たけのこ水煮(千切り) 九州   たけのこ水煮(千切り) 九州

  カットえのきたけ 埼玉 済   カットえのきたけ 埼玉 済   カットえのきたけ 埼玉 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   冷)なるとｽﾗｲｽ(乳卵不) アメリカ

  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

  冷)凍結全卵 日本   ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

  ねぎ 宮城 済

[ヨーグルト] [ラ・フランスゼリー] [ラ・フランスゼリー]

  ｶﾙｼｳﾑﾖｰｸﾞﾙﾄ 日本   冷)ラフランスゼリー 山形、他   冷)ラフランスゼリー 山形、他

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）

・各食品の数量は１人分の分量



№2　　献立と主な産地　（実績）
10月29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

[エンパナーダ] [エンパナーダＡ] [エンパナーダB]

  冷)ﾊﾟﾘﾂｫｰﾈ(ﾐｰﾄｿｰｽ)　 日本   冷)ﾊﾟﾘﾂｫｰﾈ(ﾐｰﾄｿｰｽ)　 日本   冷)おろしにんにく 青森 済

  豚もも肉(挽肉) 宮城

  玉葱 北海道

  トマトピューレ スペイン、中国

[トゥティフルーティ] [ﾄｩｰﾃｨｰﾌﾙｰﾃｨ] [ﾄｩｰﾃｨｰﾌﾙｰﾃｨ]

  缶パイン タイ   みかん缶(2号缶) 和歌山、大阪、徳島   みかん缶(2号缶) 和歌山、大阪、徳島

  缶みかん 愛知、和歌山、静岡   パイン缶(3号缶)　 タイ   パイン缶(3号缶)　 タイ

  缶黄桃ﾀﾞｲｽ 山形、青森   ﾅﾀﾃﾞｺｺ 日本   ﾅﾀﾃﾞｺｺ 日本

  ﾅﾀﾃﾞｺｺ 日本   冷)いちごﾀﾞｲｽｶｯﾄ モロッコ   冷)いちごﾀﾞｲｽｶｯﾄ モロッコ

  冷)いちごﾀﾞｲｽｶｯﾄ モロッコ   冷)ライチジュレ 台湾   冷)ライチジュレ 台湾

  冷)ライチジュレ 台湾   冷)ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂﾋﾟｭｰﾚ ブラジル   冷)ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂﾋﾟｭｰﾚ ブラジル

  冷)ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂﾋﾟｭｰﾚ ブラジル

[アヒアコ] [アヒアコA] [アヒアコB]

  鶏むね肉皮なし角切り 宮城   鶏むね皮なし角切 宮城   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 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道

  じゃがいも1.5㎝ｶｯﾄ角 北海道

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

[フラットコーヒー] [フラットコーヒー] [フラットコーヒー]

  ミルメークｺｰﾋｰ 三重、他   ミルメークｺｰﾋｰ 三重、他   ミルメークｺｰﾋｰ 三重、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

[ベーコンエッグ] [ベーコンお焼き] [ベーコンお焼き]

  冷）ﾍﾞｰｺﾝｴｯｸﾞ 秋田、デンマーク   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本

  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

[きのこスパゲッティ] [きのこスパゲティ] [きのこきびめん]

  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

  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

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野

  ﾁﾙﾄﾞ)ｴﾘﾝｷﾞ短冊切り 長野   ﾁﾙﾄﾞ)ｴﾘﾝｷﾞ短冊切り 長野   ﾁﾙﾄﾞ)ｴﾘﾝｷﾞ短冊切り 長野

  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

  乾)ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ(ﾊｰﾌｶｯﾄ) アメリカ、カナダ、オーストラリア   乾)ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ(ﾊｰﾌｶｯﾄ) アメリカ、カナダ、オーストラリア   きびめん　 中国、タイ

[ポトフ] [ポトフ] [ポトフ]

  じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  だいこん 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  ｽﾗｲｽｳｲﾝﾅｰ(斜め切り) アメリカ、日本、他   冷)ｳｲﾝﾅｰｱﾚ用 アメリカ、カナダ、日本、他   冷)ｳｲﾝﾅｰｱﾚ用 アメリカ、カナダ、日本、他

  冷)ブロッコリー茎ﾀﾞｲｽｶｯﾄ エクアドル   冷)ブロッコリー茎ﾀﾞｲｽｶｯﾄ エクアドル   冷)ブロッコリー茎ﾀﾞｲｽｶｯﾄ エクアドル

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№3　　献立と主な産地　（実績）

10月30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

[フルーツのヨーグルト和え] [フルーツポンチA] [フルーツポンチB]

  りんごピーセス 青森   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

  缶みかん 愛知、和歌山、静岡   りんごピーセス 青森   みかん缶(2号缶) 和歌山、大阪、徳島

  缶黄桃ﾀﾞｲｽ 山形、青森   みかん缶(2号缶) 和歌山、大阪、徳島   パイン缶(3号缶)　 タイ

  岩泉ヨーグルト（加糖） 岩手   パイン缶(3号缶)　 タイ

[ポークカレー] [ポークカレー] [ポークカレー]

  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

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道

  冷)ｿﾃｰﾄﾞｵﾆｵﾝ(ﾀﾞｲｽ) 日本   トマトピューレ スペイン、中国   トマトピューレ スペイン、中国

  アップルピューレ　 青森

  トマトピューレ スペイン、中国

[パック福神漬け] [パック福神漬け] [はりはり漬け]

  パック福神漬け 日本   パック福神漬け 日本   にんじん 青森 済

  切り干し大根 宮崎

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

[あじの塩麹焼き] [あじの塩麹焼き] [あじの塩麹焼き]

  ﾁﾙﾄﾞ）あじ塩麹漬け ニュージーランド   ﾁﾙﾄﾞ）あじ塩麹漬け ニュージーランド   ﾁﾙﾄﾞ）あじ塩麹漬け ニュージーランド

[里芋のそぼろ煮] [里芋のそぼろ煮A] [里芋のそぼろ煮B]

  鶏むね肉皮なし挽肉 岩手   鶏むね肉皮なし挽肉 岩手   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   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   玉葱 北海道

  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)里芋 九州   冷)里芋 九州   冷)里芋 九州

  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

[油麩のみそ汁] [油麩のみそ汁] [まいたけのみそ汁]

  はくさい 宮城 済   はくさい 宮城 済   まいたけ バラ 新潟

  だいこん 青森 済   だいこん 青森 済   はくさい 宮城 済

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   だいこん 青森 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 青森 済

  仙台あげ麩(小)(9mm厚) 日本   仙台あげ麩(小)(9mm厚) 日本   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）



№4　　献立と主な産地　（実績）

11月1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

[甘酢肉だんご] [肉だんごのしょうゆだれ] [肉だんごのしょうゆだれ]

  冷)たれ付肉団子 日本   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  豚もも肉(挽肉) 岩手、宮城   豚もも肉(挽肉) 岩手、宮城

[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 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道

  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)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

[豆腐のみそ汁] [豆腐のみそ汁] [大根のみそ汁]

  だいこん 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

  冷)豆腐1.5cm角 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

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   ほぐししめじ 長野

  ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野   ねぎ 宮城（大和町） 済

  ねぎ 宮城（大和町） 済   ねぎ 宮城（大和町） 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

[春巻き] [春巻きA] [春巻きB]

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

  キャベツ 岩手 済

  にら 宮城 済

  にんじん 青森 済

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

[もやしのごま酢和え] [もやしの甘酢和えA] [もやしの甘酢和えB]

  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

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   笹かまぼこ(卵不使用) アメリカ、日本

[塩ワンタンスープ] [塩ワンタンスープA] [塩ワンタンスープB]

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  はくさい 宮城 済   はくさい 宮城 済   はくさい 宮城 済

  焼き豚　 スペイン、デンマーク、他   豚もも肉　千切り肉 宮城   豚もも肉　千切り肉 宮城

  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 宮城（大和町） 済   ねぎ 宮城（大和町） 済   ねぎ 宮城（大和町） 済

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）


