
№1
　　献立と主な産地　（実績）

12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

[めかじきメンチカツ] [めかじきメンチカツ] [まぐろメンチカツ]

A 冷)メカジキメンチカツ 日本、他 A 冷)メカジキメンチカツ 日本、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

[ごぼうと豚肉の炒り煮] [ごぼうと豚肉の炒り煮AB] [ごぼうと豚肉の炒り煮AB]

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

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 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

[ひきな汁] [ひきな汁] [里芋のみそ汁]

  にんじん 岩手 済   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  だいこん 神奈川 済   だいこん 神奈川 済   だいこん 神奈川 済

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   冷)里芋 九州

  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   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

[鶏肉の照り焼き] [鶏肉の照り焼き] [豚肉の照り焼き]

A 冷)若鶏ももの照り焼き ブラジル、タイ、チリ A 冷)若鶏ももの照り焼き ブラジル、タイ、チリ   豚肩ﾛｰｽ切り身 宮城

[きゅうりとちくわの和風ｻﾗﾀﾞ] [きゅうりとちくわのおかか和えAB] [きゅうりとちくわのおかか和えAB]

  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

  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

  糸削り節 日本   糸削り節 日本

[ゆばのすまし汁] [ゆばのすまし汁] [米粉ワンタンのすまし汁]

  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

  ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野

  たけのこ水煮せん切り 熊本、他   たけのこ水煮せん切り 熊本、他   たけのこ水煮せん切り 熊本、他

  冷)カット湯葉 カナダ、アメリカ   冷)カット湯葉 カナダ、アメリカ   米粉ワンタン(小袋) 宮城、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）



№2
　　献立と主な産地　（実績）

12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

[焼き豚] [焼き豚Ａ] [焼き豚Ｂ]

A 冷)焼き豚 デンマーク A 冷)焼き豚 デンマーク   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

[野菜炒め] [野菜炒めＡＢ] [野菜炒めＡＢ]

  キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済

  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

  にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 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）

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

[塩ラーメン] [塩ラーメン] [塩米粉めん]

  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

  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 岩手 済   にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済

  水煮メンマ 台湾   水煮メンマ 台湾   水煮メンマ 台湾

  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)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)ちゃんぽんめん 九州   冷)ちゃんぽんめん 九州   米粉めん(平麺) 宮城、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 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）
[きゅうりとちくわの和風ｻﾗﾀﾞ] 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査 料理名・食品名 産地 検査

[たこ焼き] [たこ焼き] [たこフライ]

A 冷)たこ焼き ベトナム、日本 A 冷)たこ焼き ベトナム、日本   冷）たこボール　 北海道、タイ

[ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾂﾅのｻﾗﾀﾞ] [ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾂﾅのｻﾗﾀﾞAB] [ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾂﾅのｻﾗﾀﾞAB]

  冷)ブロッコリー エクアドル   冷)ブロッコリー エクアドル   冷)ブロッコリー エクアドル

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済

  まぐろ油漬けﾌﾚｰｸ 中部太平洋   まぐろﾌﾚｰｸ缶詰 中西部太平洋   まぐろﾌﾚｰｸ缶詰 中西部太平洋

[ビーフンスープ] [ビーフンスープＡＢ] [ビーフンスープＡＢ]

  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

  だいこん 神奈川 済   だいこん 神奈川 済   だいこん 神奈川 済

  にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済

  ビーフン タイ   ビーフン タイ   ビーフン タイ

  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）



№3
　　献立と主な産地　（実績）

12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

[信田煮] [信田煮] [根菜つくね]

A 冷)信田煮 アメリカ、日本 A 冷)信田煮 アメリカ、日本   玉葱 北海道

  にんじん 岩手 済

  ごぼう(半月切り) 青森 済

  豚もも肉(挽肉) 宮城

[じゃがいものそぼろ煮] [じゃがいものそぼろ煮AB] [じゃがいものそぼろ煮AB]

  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

  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 岩手 済   にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済

  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

[みそけんちん汁] [みそけんちん汁Ａ] [みそけんちん汁Ｂ]

  にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済

  冷)里芋 九州   冷)里芋 九州   冷)里芋 九州

  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

  だいこん 神奈川 済   だいこん 神奈川 済   だいこん 神奈川 済

  ｶｯﾄこんにゃく1.5cm角 群馬   ｶｯﾄこんにゃく1.5cm角 群馬   ｶｯﾄこんにゃく1.5cm角 群馬

  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 山形 済

  ねぎ 山形 済   ねぎ 山形 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

[ぶりの照り焼き] [ぶりの照り焼きＡ] [ぶりの照り焼きＢ]

A ﾁﾙﾄﾞ)ぶり切り身照り焼き 北海道 A ﾁﾙﾄﾞ)ぶり切り身照り焼き 北海道   ﾁﾙﾄﾞ）ぶり切り身 北海道

  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ＡＢ] [ほうれん草のおひたしＡＢ]

  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

  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 岩手 済   にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済

  笹かまぼこ(卵使用) アメリカ、他   笹かまぼこ(卵不使用) 日本   笹かまぼこ(卵不使用) 日本

  かつお糸削り節 日本   糸削り節 日本   糸削り節 日本

[わかめのみそ汁] [わかめのみそ汁Ａ] [わかめのみそ汁Ｂ]

  じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道

  油揚げ カナダ   油揚げ　 カナダ   にんじん 岩手 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   だいこん 神奈川 済

  ねぎ 山形 済   ねぎ 山形 済   ねぎ 山形 済

  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

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№4
　　献立と主な産地　（実績）

12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

[鮭の香草焼き] [鮭の香草焼き] [さわらのレモン焼き]

A ﾁﾙﾄﾞ)サケ切身香草漬け 北海道 A ﾁﾙﾄﾞ)サケ切身香草漬け 北海道   ﾁﾙﾄﾞ)さわら切身 韓国

  レモン果汁 イタリア

[カラフルサラダ] [カラフルサラダＡＢ] [カラフルサラダＡＢ]

  冷)ブロッコリー エクアドル   冷)ブロッコリー エクアドル   冷)ブロッコリー 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   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)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   ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国

  玉葱 北海道   玉葱 北海道

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

[コンソメスープ] [コンソメスープＡ] [コンソメスープＢ]

  鶏むね肉皮なし角切り 宮城   鶏むね肉皮なし角切り 宮城   ロースハム(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) アメリカ、カナダ、チリ、他

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済

  キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 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

[ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙｹﾁｬｯﾌ] [ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙｹﾁｬｯﾌﾟｿｰｽAB] [ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙｹﾁｬｯﾌﾟｿｰｽAB]

A 冷)ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙｹﾁｬｯﾌﾟ 日本、他   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城

[バターコーン] [コーンソテーＡＢ] [コーンソテーＡＢ]

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

  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)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

[洋風たまごスープ] [洋風スープＡＢ] [洋風スープＡＢ]

  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

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 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)凍結全卵 日本   冷)コーン(国産) 北海道   冷)コーン(国産) 北海道

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№5
　　献立と主な産地　（実績）

12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

[かつおの土佐煮] [かつおの土佐煮] [かつおのおかか煮]

A 冷)かつお土佐煮 南太平洋、気仙沼 A 冷)かつお土佐煮 南太平洋、気仙沼   冷)かつお切り身 三陸

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

  糸削り節 日本

[冬至かぼちゃ] [冬至かぼちゃＡＢ] [冬至かぼちゃＡＢ]

  ﾁﾙﾄﾞ)カットかぼちゃ メキシコ   ﾁﾙﾄﾞ)カットかぼちゃ メキシコ   ﾁﾙﾄﾞ)カットかぼちゃ メキシコ

  ﾚﾄﾙﾄ)ゆであずき 北海道   ﾚﾄﾙﾄ)ゆであずき　 北海道   ﾚﾄﾙﾄ)ゆであずき　 北海道

  ﾁﾙﾄﾞ)ゆであずき(粒あん) 北海道   ﾁﾙﾄﾞ)ゆであずき(粒あん) 北海道   ﾁﾙﾄﾞ)ゆであずき(粒あん) 北海道

[白玉汁] [白玉汁Ａ] [白玉汁Ｂ]

  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 岩手 済   にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済

  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

  はくさい 茨城 済   はくさい 茨城 済   はくさい 茨城 済

  冷)白玉もち(加熱用) タイ   冷)白玉もち(加熱用)　 タイ   冷)白玉もち(加熱用)　 タイ

  ねぎ 山形 済   ねぎ 山形 済   ねぎ 山形 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

[ﾅﾀﾃﾞｺｺ入りﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ] [ﾅﾀﾃﾞｺｺ入りﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁＡ] [ﾅﾀﾃﾞｺｺ入りﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁＢ]

  缶黄桃ﾀﾞｲｽ(1斗缶) 山形、青森   パイン缶(3号缶)　 タイ   パイン缶(3号缶)　 タイ

  缶みかん(1斗缶) 愛知、和歌山、静岡、神奈川   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

  りんごピーセス　 青森   りんごピーセス　 青森   ナタデココ　 日本

  ナタデココ 日本   ナタデココ　 日本

  ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ 宮城

[ポークカレー] [ポークカレーＡＢ] [ポークカレーＡＢ]

  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 岩手 済   にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 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

  アップルピューレ　 青森

  トマトピューレ スペイン、中国

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）


