
№1

　　献立と主な産地　（実績）

12月16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

[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 宮崎   きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎

  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

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

[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 岩手 済   にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 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

[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 岩手 済   にんじん 岩手 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

  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

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

[ハム] [ロースハムＡＢ] [ロースハムＡＢ]

A 冷)ロースハム アメリカ、他 A 冷)ロースハム 岐阜、愛知、三重、他 A 冷)ロースハム 岐阜、愛知、三重、他

[グリーンサラダ] [グリーンサラダＡＢ] [グリーンサラダＡＢ]

  冷)コーン 北海道   冷)コーン 北海道   冷)コーン 北海道

  冷)カットアスパラガス ペルー   冷)カットアスパラガス ペルー   冷)カットアスパラガス ペルー

  キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済

  きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎

[ホワイトシチュー] [ホワイトシチューＡ] [ホワイトシチュー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   冷)ウインナー(ｱﾚ用) アメリカ、カナダ、チリ、日本、他

  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)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

[スライスチーズ] [ツナマヨＡＢ] [ツナマヨＡＢ]

  スライスチーズFe　 オーストラリア、ニュージーランド、他   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

  きゅうり 高知、宮崎   きゅうり 高知、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

[フライドチキン] [フライドチキン] [フライドポーク]

A 冷)ｸﾘｽﾋﾟｰﾁｷﾝﾌｨﾚ 日本 A 冷)ｸﾘｽﾋﾟｰﾁｷﾝﾌｨﾚ 日本   豚ひれ肉切り身 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

[トマトペンネ] [トマトペンネ] [トマト米粉マカロニ]

  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

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

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄ缶 イタリア   ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄ缶 イタリア   ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄ缶 イタリア

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

[キャベツのカレースープ] [キャベツのカレースープAB] [キャベツのカレースープ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

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  セロリー 愛知   セロリー 愛知   セロリー 愛知

  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

[セレクトデザート]＊この中から１個選択 [ｾﾚｸﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ]※この中から１個選択 [ｾﾚｸﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ]※この中から１個選択

A 冷)ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ(ﾁｮｺ) マレーシア、フィリピン、アメリカ、他   いちご豆乳ケーキ 30g　 カナダ、マレーシア、アメリカ、北海道、他   いちご豆乳ケーキ 30g　 カナダ、マレーシア、アメリカ、北海道、他

A 冷)ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ(ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ) マレーシア、フィリピン、アメリカ、他   チョコ豆乳ケーキ30g　 カナダ、マレーシア、アメリカ、北海道、他   チョコ豆乳ケーキ30g　 カナダ、マレーシア、アメリカ、北海道、他

  冷)ｸﾘｽﾏｽｲﾁｺﾞｾﾞﾘｰ アメリカ、栃木、茨城   冷)ｸﾘｽﾏｽｲﾁｺﾞｾﾞﾘｰ　 アメリカ、栃木、茨城、他   冷)ｸﾘｽﾏｽｲﾁｺﾞｾﾞﾘｰ　 アメリカ、栃木、茨城、他

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

[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

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 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）

12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

[フライドチキン] [フライドチキン] [フライドポーク]

A 冷)ｸﾘｽﾋﾟｰﾁｷﾝﾌｨﾚ 日本 A 冷)ｸﾘｽﾋﾟｰﾁｷﾝﾌｨﾚ 日本   豚ひれ肉切り身 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

[トマトペンネ] [トマトペンネ] [トマト米粉マカロニ]

  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

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

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄ缶 イタリア   ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄ缶 イタリア   ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄ缶 イタリア

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

[キャベツのカレースープ] [キャベツのカレースープAB] [キャベツのカレースープ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

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  セロリー 愛知   セロリー 愛知   セロリー 愛知

  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

[セレクトデザート]＊この中から１個選択 [ｾﾚｸﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ]※この中から１個選択 [ｾﾚｸﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ]※この中から１個選択

A 冷)ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ(ﾁｮｺ) マレーシア、フィリピン、アメリカ、他   いちご豆乳ケーキ 30g　 カナダ、マレーシア、アメリカ、北海道、他   いちご豆乳ケーキ 30g　 カナダ、マレーシア、アメリカ、北海道、他

A 冷)ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ(ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ) マレーシア、フィリピン、アメリカ、他   チョコ豆乳ケーキ30g　 カナダ、マレーシア、アメリカ、北海道、他   チョコ豆乳ケーキ30g　 カナダ、マレーシア、アメリカ、北海道、他

  冷)ｸﾘｽﾏｽｲﾁｺﾞｾﾞﾘｰ アメリカ、栃木、茨城   冷)ｸﾘｽﾏｽｲﾁｺﾞｾﾞﾘｰ　 アメリカ、栃木、茨城、他   冷)ｸﾘｽﾏｽｲﾁｺﾞｾﾞﾘｰ　 アメリカ、栃木、茨城、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

[ハム] [ロースハムＡＢ] [ロースハムＡＢ]

A 冷)ロースハム アメリカ、他 A 冷)ロースハム 岐阜、愛知、三重、他 A 冷)ロースハム 岐阜、愛知、三重、他

[グリーンサラダ] [グリーンサラダＡＢ] [グリーンサラダＡＢ]

  冷)コーン 北海道   冷)コーン 北海道   冷)コーン 北海道

  冷)カットアスパラガス ペルー   冷)カットアスパラガス ペルー   冷)カットアスパラガス ペルー

  キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済

  きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎

[ホワイトシチュー] [ホワイトシチューＡ] [ホワイトシチュー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   冷)ウインナー(ｱﾚ用) アメリカ、カナダ、チリ、日本、他

  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)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

[スライスチーズ] [ツナマヨＡＢ] [ツナマヨＡＢ]

  スライスチーズFe　 オーストラリア、ニュージーランド、他   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

  きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎

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

[切干大根のはりはり漬け] [切干大根のはりはり漬けAB] [切干大根のはりはり漬けAB]

  きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎

  切り干し大根 愛知   切り干し大根 愛知   切り干し大根 愛知

  にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済

[豚丼の具] [豚丼の具ＡＢ] [豚丼の具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

  にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済

  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

  糸こんにゃく 日本   糸こんにゃく 日本   糸こんにゃく 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

[アセロラゼリー] [アセロラゼリーＡ] [アセロラゼリーＢ]

A 冷)アセロラゼリー(Fiber＆Fe) ブラジル、ベトナム A 冷)アセロラゼリー(Fiber＆Fe) ブラジル、ベトナム   冷)アセロラゼリー 日本、ベトナム、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

[しそぎょうざ] [揚げぎょうざAB] [揚げぎょうざAB]

A 冷)しそぎょうざ 日本   豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 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

[もやしのﾋﾟﾘ辛炒め] [もやしのﾋﾟﾘ辛炒めＡＢ] [もやしのﾋﾟﾘ辛炒め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

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

  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)カットにら 長崎   冷)カットにら 長崎   冷)カットにら 長崎

[チンゲンサイスープ] [チンゲンサイスープＡ] [チンゲンサイスープＢ]

  焼き豚　 スペイン、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   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）

  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   米粉ワンタン(小袋) 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

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№6

　　献立と主な産地　（予定）

12月23日(月) ※　次回の実績報告までは、予定の産地があります。 富谷市学校給食センター

※ 予 ＝ 市独自放射線検査予定　　

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

[いわしのおろし煮] [いわしのおろし煮] [さんまのおろし煮]

A 冷)いわしおろし煮 茨城、宮城 A 冷)いわしおろし煮 茨城、宮城   冷)さんま塩焼BP 三陸

  だいこん 神奈川 済

[すき焼き煮] [すき焼き煮Ａ] [すき焼き煮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

  にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済

  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

  ﾁﾙﾄﾞ)まいたけほぐし 長野   ﾁﾙﾄﾞ)まいたけほぐし 長野   ﾁﾙﾄﾞ)まいたけほぐし 長野

  はくさい 茨城 済   はくさい 茨城 済   はくさい 茨城 済

  糸こんにゃく 日本   糸こんにゃく 日本   糸こんにゃく 日本

  焼き豆腐　 アメリカ   焼き豆腐　 アメリカ   冷)ちくわ(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) 北海道、アメリカ

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

  しゅんぎく 宮城 済   しゅんぎく 宮城 済   しゅんぎく 宮城 済

[みかん] [みかん] [みかん]

  みかん　 愛媛   みかん　 愛媛   みかん　 愛媛

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

[ますの塩焼き] [ますの塩焼き] [さわらの塩焼き]

  ﾁﾙﾄﾞ)ます切り身塩味 ロシア   ﾁﾙﾄﾞ)ます切り身塩味 ロシア   冷)さわら切身/うす塩 韓国

[茎わかめともやしの炒め物] [茎わかめともやしの炒め物AB] [茎わかめともやしの炒め物AB]

  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

  にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 済   にんじん 岩手 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

  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)茎わかめ（細切） 三陸   冷)茎わかめ（細切） 三陸   冷)茎わかめ（細切） 三陸

[刻み麩のみそ汁] [刻み麩のみそ汁] [ほうれん草のみそ汁]

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

  刻み麩　 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本   刻み麩　 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本   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   冷)ｶｯﾄほうれん草 宮崎

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

[ふりかけ] [のりふりかけ] [のりふりかけ]

  ふりかけ　のり 日本   ふりかけ　のり 日本   ふりかけ　のり 日本

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）


