
№1
　　献立と主な産地　（実績）

2月3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

[白花豆コロッケ] [ひよこ豆コロッケ] [ひよこ豆コロッケ]

  冷)白花豆コロッケ 北海道、アメリカ、他   冷)マッシュポテト 北海道   冷)マッシュポテト 北海道

  冷)ひよこ豆 アメリカ、カナダ、イタリア、他   冷)ひよこ豆 アメリカ、カナダ、イタリア、他

  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

[ほうれん草のおひたし] [ほうれん草のおひたし] [ほうれん草のおひたし]

  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 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

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

  かつお糸削り節 日本   糸削り節 日本   糸削り節 日本

[大根のみそ汁] [大根のみそ汁Ａ] [大根のみそ汁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

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   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   にんじん 千葉 済

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

[福豆] [福豆] [紫いもチップス]

  福豆 北海道   福豆 北海道   紫いもチップス　 兵庫

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

[いわしの甘露煮] [いわしの甘露煮Ａ] [いわしの甘露煮Ｂ]

  冷)いわしの甘露煮 茨城   冷)いわしの甘露煮 茨城   冷）いわし筒切り　 青森、北海道

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

[ひじきと大豆の炒り煮] [ひじきの炒り煮Ａ] [ひじきの炒り煮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)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ、他

  乾燥芽ひじき 熊本、愛媛   乾燥芽ひじき 熊本、愛媛   乾燥芽ひじき 熊本、愛媛

  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)大豆 北海道   冷)大豆 北海道   冷)ひよこ豆 アメリカ、イタリア、カナダ、他

  冷)カットいんげん アメリア   冷)カットいんげん アメリア   冷)カットいんげん アメリア

[えのきたけのみそ汁] [えのきたけのみそ汁Ａ] [えのきたけのみそ汁Ｂ]

  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

  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

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   だいこん 神奈川 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

[福豆] [福豆] [紫いもチップス]

  福豆 北海道   福豆 北海道   紫いもチップス　 兵庫

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№2
　　献立と主な産地　（実績）

2月4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

[マスタードチキン] [ガーリックチキン] [ガーリックポーク]

  冷)マスタードチキン ブラジル A 鶏ﾓﾓ皮なし切り身 岩手   豚肩ロース切り身 宮城

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

[根菜のラタトゥイユ] [根菜のラタトゥイユＡ] [根菜のラタトゥイユ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   豚バラスライス 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

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  れんこん水煮乱切り 山口、徳島   れんこん水煮乱切り 山口、徳島   れんこん水煮乱切り 山口、徳島

  冷)ｿﾃｰﾄﾞｵﾆｵﾝ(ﾀﾞｲｽ) 日本   冷)グリル野菜ミックス 日本   冷)グリル野菜ミックス 日本

  冷)グリル野菜ミックス スペイン   ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄ缶 スペイン   ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄ缶 スペイン

  ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄ缶 イタリア   冷)富谷市産ﾄﾏﾄﾍﾟｰｽﾄ 宮城（富谷市） 済   冷)富谷市産ﾄﾏﾄﾍﾟｰｽﾄ 宮城（富谷市） 済

  冷)富谷市産ﾄﾏﾄﾍﾟｰｽﾄ 宮城（富谷市） 済   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

[コンソメスープ] [コンソメスープ] [コンソメスープ]

  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 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

  キャベツ 愛知 済   キャベツ 愛知 済   キャベツ 愛知 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

[ハムカツ] [ハムフライ] [ハムフライ]

  冷)ハムカツ 日本、アメリカ、カナダ、他   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

[カラフルサラダ] [カラフルサラダ] [カラフルサラダ]

  冷)国産ブロッコリー 佐賀、長崎   冷)国産ブロッコリー 佐賀、長崎   冷)国産ブロッコリー 佐賀、長崎

  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

[パンプキンポタージュ] [パンプキンポタージュＡ] [パンプキンポタージュ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

  冷)かぼちゃペースト 北海道   ﾁﾙﾄﾞ)かぼちゃ(1.5cm角) メキシコ   ﾁﾙﾄﾞ)かぼちゃ(1.5cm角) メキシコ

  ﾁﾙﾄﾞ)かぼちゃ(1.5cm角) メキシコ

[レモンソーダゼリー] [レモンソーダゼリー] [ﾋﾟﾝｸｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｾﾞﾘｰ]

  冷)レモンソーダゼリー アルゼンチン、青森   冷)レモンソーダゼリー アルゼンチン、青森   ﾋﾟﾝｸｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｾﾞﾘｰ アメリカ

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№3
　　献立と主な産地　（実績）

2月5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

[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 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 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 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 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

[わかめスープ] [わかめスープ] [わかめスープ]

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  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

  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

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

[アイスもち] [ガトーショコラ] [日向夏ゼリー]

  冷)アイスもち マレーシア、日本、タイ、アメリカ、他 A お米deガトーショコラ 日本、他   日向夏ゼリーFi＆Fe　 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

[えびしゅうまい] [えびしゅうまい] [ポークしゅうまい]

  冷)えびしゅうまい ベトナム、日本、他   冷)えびしゅうまい ベトナム、日本、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

[舞茸のｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒め] [舞茸のｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒めA] [舞茸のｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒めB]

  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

  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

  たけのこ水煮短冊切り 熊本、他   たけのこ水煮短冊切り 熊本、他   たけのこ水煮短冊切り 熊本、他

  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

  冷)むき枝豆 インドネシア   冷)むき枝豆 インドネシア   冷)グリンピース アメリカ

[春雨スープ] [春雨スープ] [春雨スープ]

  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

  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

  春雨(5cmｶｯﾄ) 北海道   春雨(5cmｶｯﾄ) 北海道   春雨(5cmｶｯﾄ) 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

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№4
　　献立と主な産地　（実績）

2月6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

[甘酢肉団子] [肉団子] [肉団子]

  冷)たれ付き肉団子Fe 日本   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

[白菜の煮びたし] [白菜の煮びたしＡ] [白菜の煮びたしＢ]

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 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

  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

  はくさい 茨城 済   はくさい 茨城 済   はくさい 茨城 済

[じゃがいものみそ汁] [じゃがいものみそ汁Ａ] [じゃがいものみそ汁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

  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 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 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

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

[ちくわの磯辺揚げ] [ちくわの磯辺揚げ] [ちくわの天ぷら]

  冷)ちくわの磯辺揚げ アメリカ、インド、他   冷)ちくわの磯辺揚げ アメリカ、インド、他   冷)ちくわ(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) 北海道、アメリカ

[ほうれん草のごま和え] [ほうれん草のおかか和え] [ほうれん草のおかか和え]

  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

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 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）

  糸削り節 日本   糸削り節 日本

[刻み麩のみそ汁] [刻み麩のみそ汁] [はくさいのみそ汁]

  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   はくさい 茨城 済

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

[アセロラゼリー] [アセロラゼリーＡ] [アセロラゼリーＢ]

  冷)アセロラゼリー ブラジル、ベトナム、他   冷)アセロラゼリー ブラジル、ベトナム、他   アセロラゼリー(ｱﾚﾙｹﾞﾝﾌﾘｰ)　 ブラジル、ベトナム、他

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№5
　　献立と主な産地　（実績）

2月7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

[鮭の幽庵焼き] [鮭の幽庵焼き] [ぶりの幽庵焼き]

  ﾁﾙﾄﾞ)鮭切身幽庵漬け 北海道   ﾁﾙﾄﾞ)鮭切身幽庵漬け 北海道   冷)ぶり切身　 日本

  冷)刻みゆず 日本

[切干大根の炒り煮] [切干大根の炒り煮] [切干大根の炒り煮]

  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

  切り干し大根 愛知   切り干し大根 愛知   切り干し大根 愛知

  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)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

[せんべい汁] [せんべい汁] [米粉ワンタン汁]

  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　千切り肉 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 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 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

  割れかやきせんべい 岩手   割れかやきせんべい 岩手   米粉ワンタン(小袋) 宮城、北海道

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 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

[フルーツ杏仁ミックス] [フルーツゼリーミックスA] [フルーツゼリーミックスＢ]

  冷)やわらか杏仁豆腐 中国、他   シークワーサージュレ 沖縄   シークワーサージュレ　 沖縄

  缶黄桃ﾀﾞｲｽ 山形、青森   パイン缶　 タイ   パイン缶　 タイ

  缶みかん 愛知，和歌山、静岡   みかん缶 和歌山、大阪、徳島   みかん缶 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

[マーボーライス] [マーボーライスＡ] [マーボーライスＢ]

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

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 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

  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

  たけのこ水煮短冊切り 熊本、他   たけのこ水煮短冊切り 熊本、他   たけのこ水煮短冊切り 熊本、他

  冷)豆腐(2cm角)　 岐阜、愛知、三重、他   冷)豆腐(2cm角)　 岐阜、愛知、三重、他   もやし 宮城（富谷市）

  冷)カットにら 長崎   冷)カットにら 長崎   冷)カットにら 長崎

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）


