
№1

　　献立と主な産地　（実績）

1月14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

[ハムチーズピカタ] [ハム入りお焼きAB] [ハム入りお焼きAB]

  冷)ハムチーズピカタ 秋田、アメリカ、ニュージーランド   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本

  ロースハム(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) アメリカ、カナダ、チリ、他   ロースハム(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) アメリカ、カナダ、チリ、他

[鶏肉と豆のトマト煮] [鶏肉と豆のトマト煮] [豚肉とひよこ豆のトマト煮]

  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

  冷)ｿﾃｰﾄﾞｵﾆｵﾝ(ﾀﾞｲｽ) 日本   鶏もも肉皮なし角切り 岩手   豚もも肉スライス 宮城

  鶏もも肉皮なし角切り 岩手   ひよこ豆(ﾄﾞﾗｲﾊﾟｯｸ) アメリカ   ひよこ豆(ﾄﾞﾗｲﾊﾟｯｸ) アメリカ

  ひよこ豆(ﾄﾞﾗｲﾊﾟｯｸ) アメリカ   冷)大豆 北海道   ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄ缶 イタリア

  冷)大豆 北海道   ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄ缶 イタリア   トマトペースト缶 トルコ

  ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄ缶 イタリア   トマトペースト缶 トルコ

  トマトペースト缶 トルコ   冷)むき枝豆 インドネシア

  冷)むき枝豆 インドネシア

[ジュリアンスープ] [ジュリアンスープAB] [ジュリアンスープ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

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 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

  セロリー 愛知   セロリー 愛知   セロリー 愛知

  キャベツ 愛知   キャベツ 愛知   キャベツ 愛知

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

[鶏肉のレモンソースかけ] [鶏肉のレモンソースかけ] [豚肉のレモンソースかけ]

  冷)鶏胸皮付薄塩澱粉付き 日本   冷)鶏胸皮付薄塩澱粉付き 日本  ﾁﾙﾄﾞ) 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

[カラフルサラダ] [カラフルサラダ] [カラフルサラダ]

  冷)外国産ブロッコリー エクアドル   冷)外国産ブロッコリー エクアドル   冷)外国産ブロッコリー 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) ニュージーランド   ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーランド   ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーランド

  ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーランド   ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーランド   ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーランド

  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

[ポトフ] [ポトフ] [ポトフ]

  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 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 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

  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40g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

  キャベツ 愛知   キャベツ 愛知   キャベツ 愛知

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15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

[ほっけの塩焼き] [ほっけの塩焼きAB] [ほっけの塩焼きAB]

  ﾁﾙﾄﾞ)ほっけ切身一塩 アラスカ   ﾁﾙﾄﾞ)ほっけ切身-塩 アラスカ   ﾁﾙﾄﾞ)ほっけ切身-塩 アラスカ

[切り干し大根の炒り煮] [切り干し大根の炒り煮A] [切り干し大根の炒り煮B]

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

  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

  切り干し大根 愛知   切り干し大根 愛知   切り干し大根 愛知

  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

[豚汁] [豚汁A] [豚汁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) 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 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

  だいこん 宮城（富谷市） 済   だいこん 宮城（富谷市） 済   だいこん 宮城（富谷市） 済

  冷)里芋 九州   冷)里芋 九州   冷)里芋 九州

  はくさい 宮城 済   はくさい 宮城 済   はくさい 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   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

[フルーツポンチ] [フルーツポンチ] [フルーツポンチ]

  冷)カクテルゼリー 日本、他   冷)ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(ぶどう)  長野   冷)ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(ぶどう)  長野

  缶黄桃ﾀﾞｲｽ(1斗缶) 山形、青森 　缶みかん(1号缶) 和歌山、大阪、徳島 　缶みかん(1号缶) 和歌山、大阪、徳島

  缶みかん(1斗缶) 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

  りんごピーセス 青森

[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 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 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

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16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

[野菜グラタン] [野菜グラタン] [米粉マカロニグラタン]

  冷)国産野菜グラタン(FM) 山形、新潟、オランダ、ドイツ、ベルギー他   冷)国産野菜グラタン(FM) 山形、新潟、オランダ、ドイツ、ベルギー他   米粉マカロニ　 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

  玉葱 北海道

[スパゲティナポリタン] [スパゲティナポリタン] [きびめんのナポリタン]

  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

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  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   トマトピューレ スペイン、中国

  ﾏｯｼｭﾙｰﾑ水煮(ｽﾗｲｽ)　 インドネシア   ﾏｯｼｭﾙｰﾑ水煮(ｽﾗｲｽ)　 インドネシア   ﾏｯｼｭﾙｰﾑ水煮(ｽﾗｲｽ)　 インドネシア

  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   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

  ﾁﾙﾄﾞ)青ﾋﾟｰﾏﾝ(種無ﾊｰﾌｶｯﾄ) 茨城 済   ﾁﾙﾄﾞ)青ﾋﾟｰﾏﾝ(種無ﾊｰﾌｶｯﾄ) 茨城 済   ﾁﾙﾄﾞ)青ﾋﾟｰﾏﾝ(種無ﾊｰﾌｶｯﾄ) 茨城 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   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 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

  キャベツ 愛知   キャベツ 愛知   キャベツ 愛知

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] [ハンバーグトマトｿｰｽA] [ハンバーグトマトｿｰｽB]

  冷)鶏豚ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（ｹﾁｬｯﾌﾟ） 日本   冷)国産ﾐｰﾄﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　 日本   豚もも肉(挽肉) 宮城

  玉葱 北海道

[ツナサラダ] [ツナサラダ] [ツナサラダ]

  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

  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   きゅうり 宮崎

　にんじん 茨城 済 　にんじん 茨城 済 　にんじん 茨城 済

[コーンポタージュ] [コーンシチュー] [コーンシチュー]

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

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

  冷)クリームコーン 北海道   冷)コーン(国産) 北海道   冷)コーン(国産) 北海道

[レモンソーダゼリー] [はちみつレモンゼリー] [はちみつレモンゼリー]

  冷)ﾚﾓﾝｿｰﾀﾞｾﾞﾘｰ アルゼンチン、他  冷) はちみつレモンゼリー イタリア、アルゼンチン  冷) はちみつレモンゼリー イタリア、アルゼンチン

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№4
　　献立と主な産地　（実績）

1月17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

[鶏肉のから揚げ] [鶏肉のから揚げ] [豚肉のから揚げ]

  冷）鶏のから揚げ 鹿児島、他   冷）鶏肉のから揚げ 鹿児島、他   ﾁﾙﾄﾞ)豚モモ角切り 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

[れんこんサラダ] [れんこんサラダ] [れんこんサラダ]

  れんこん水煮(ｲﾁｮｳ) 山口、徳島   れんこん水煮(ｲﾁｮｳ) 山口、徳島   れんこん水煮(ｲﾁｮｳ) 山口、徳島

  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

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

[白菜とえのきたけのみそ汁] [白菜とえのき茸のみそ汁A] [白菜とえのき茸のみそ汁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

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

  はくさい 宮城 済   はくさい 宮城 済   はくさい 宮城 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

  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

[五目厚き焼卵] [五目お焼き] [五目お焼き]

  冷)五目厚焼卵 秋田、青森、岩手、北海道、アメリカ、他   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本

  豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

[絹揚げのみそ炒め] [絹揚げのみそ炒め] [さつま揚げのみそ炒め]

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 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

  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 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

  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

  レンズ豆　ﾄﾞﾗｲﾊﾟｯｸ アメリカ   レンズ豆　ﾄﾞﾗｲﾊﾟｯｸ アメリカ   レンズ豆　ﾄﾞﾗｲﾊﾟｯｸ アメリカ

  冷)ミニ絹厚揚げ　 アメリカ、カナダ、日本   冷)ミニ絹厚揚げ　 アメリカ、カナダ、日本   冷)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ、他

[ワンタンスープ] [ワンタンスープA] [ワンタンスープ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 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

  水煮メンマ 日本   水煮メンマ 日本   水煮メンマ 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）

  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

  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)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

[おかかふりかけ] [おかかふりかけ] [おかかふりかけ]

  ふりかけ おかか 日本   ふりかけ おかか 日本   ふりかけ おかか 日本

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）


