
№1
　　献立と主な産地　（実績）

1月8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

[ポークしゅうまい] [ポークしゅうまいA] [ポークしゅうまいB]

  冷)ポークしゅうまい 鹿児島、香川、他   冷)ポークしゅうまい 鹿児島、香川、他   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

  玉葱 北海道

[きゅうりとメンマの中華和え] [きゅうりとメンマの和えもの] [きゅうりともやしの和えもの]

  味付けメンマ　 台湾   味付けメンマ　 台湾   にんじん 千葉 済

  きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎   きゅうり 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）

[豆腐の中華煮] [豆腐の中華煮] [野菜の中華煮]

  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 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 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 北海道   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

  冷)むきえび インド、パキスタン   冷)むきえび インド、パキスタン   冷)野菜ﾐｯｸｽﾎﾞｰﾙ アメリカ、日本、他

  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

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

[そぼろ丼の具] [そぼろ丼の具A] [そぼろ丼の具B]

  鶏モモ 皮なし 粗挽き肉 岩手   鶏モモ 皮なし 粗挽き肉 岩手   豚モモ肉(挽肉) 宮城

  豚モモ肉(挽肉) 宮城   豚モモ肉(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   にんじん 千葉 済

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 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

  冷)炒り卵(Fe･Ca･繊維) 秋田、他

[茎わかめの五目炒め] [茎わかめの五目炒めAB] [茎わかめの五目炒め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)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

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 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

  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

[油麩のみそ汁] [油麩のみそ汁] [大根のみそ汁]

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

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 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   玉葱 北海道

  仙台あげ麩(9㎜ｽﾗｲｽ)　 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）



№2

　　献立と主な産地　（実績）

1月9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

[揚げぎょうざ] [揚げぎょうざ] [揚げぎょうざ]

  冷)ぎょうざ(鉄･Ca) 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 埼玉 済   ねぎ 埼玉 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

[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 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 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

[なめこ汁] [なめこ汁A] [なめこ汁B]

  だいこん 神奈川 済   だいこん 神奈川 済   だいこん 神奈川 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強化 岐阜、愛知、三重、他   にんじん 千葉 済

  ねぎ 埼玉 済   ねぎ 埼玉 済   ねぎ 埼玉 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

[ぶりのおろし煮] [ぶりのおろし煮] [ぶりのみぞれ煮]

  冷)ぶりのおろし煮 三陸北部沖、岩手、千葉   冷)ぶりのおろし煮 三陸北部沖、岩手、千葉   冷)ぶり切身　 三陸、北海道

  だいこん 神奈川 済

[わかめときゅうりの和え物] [わかめときゅうりの和え物] [わかめときゅうりの和え物]

  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

  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

[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 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 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 宮城 済   はくさい 宮城 済   はくさい 宮城 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 埼玉 済   ねぎ 埼玉 済   ねぎ 埼玉 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）

1月10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

[ビビンバ(肉炒め)] [ビビンバ(肉炒め)AB] [ビビンバ(肉炒め)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

  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 埼玉 済   ねぎ 埼玉 済   ねぎ 埼玉 済

[ビビンバ(ナムル)] [ビビンバ(ナムル)AB] [ビビンバ(ナムル)AB]

  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 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 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

[中華スープ] [中華スープA] [中華スープB]

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 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

  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)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 日本   水煮メンマ 日本   水煮メンマ 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   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

[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 アメリカ、他  冷) ぶどうゼリー アメリカ、他  冷) ぶどうゼリー アメリカ、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

[えびカツ] [えびカツ] [まぐろメンチカツ]

  冷)えびカツ アジア、アメリカ、カナダ、日本、他   冷)えびカツ アジア、アメリカ、カナダ、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

[野菜とがんもの煮物] [野菜とがんもの煮物] [野菜とミックスボールの煮物]

  ごぼう(乱切り) 青森 済   ごぼう(乱切り) 青森 済   ごぼう(乱切り) 青森 済

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

  たけのこ水煮乱切り 熊本、他   たけのこ水煮乱切り 熊本、他   たけのこ水煮乱切り 熊本、他

  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）ﾐﾆがんも 北アメリカ   冷）ﾐﾆがんも 北アメリカ   冷)野菜ﾐｯｸｽﾎﾞｰﾙ アメリカ、日本、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   冷)カットいんげん アメリカ

[ごまもやし汁] [もやし汁] [もやし汁]

  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 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 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）

  水煮メンマ 日本   水煮メンマ 日本   水煮メンマ 日本

  ねぎ 埼玉 済   ねぎ 埼玉 済   ねぎ 埼玉 済

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）


