
№1
　　献立と主な産地　（実績）

2月10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

[豚肉の生姜焼き] [豚肉の生姜焼きＡ] [豚肉の生姜焼きＢ]

  ﾁﾙﾄﾞ)豚肩ロース生姜醤油 チリ   ﾁﾙﾄﾞ)豚肩ロース生姜醤油 チリ   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

[もやしのごま酢和え] [もやしの甘酢和えＡ] [もやしの甘酢和えＢ]

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

  きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   まぐろﾌﾚｰｸ缶詰 中西部太平洋

[小松菜のみそ汁] [小松菜のみそ汁Ａ] [小松菜のみそ汁Ｂ]

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

  冷)カット小松菜 茨城、群馬、埼玉 済   冷)カット小松菜 茨城、群馬、埼玉 済   冷)カット小松菜 茨城、群馬、埼玉 済

  冷)豆腐1.5cm角 強化B 岐阜、愛知、三重、他   冷)豆腐1.5cm角 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

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

[だし巻きたまご] [だし入りお焼き] [だし入りお焼き]

  冷）だし巻きたまご 秋田   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本

[里芋のそぼろ煮] [里芋のそぼろ煮Ａ] [里芋のそぼろ煮Ｂ]

  鶏むね肉皮なし挽肉 岩手   鶏むね肉皮なし挽肉 岩手   豚ひき肉 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

  冷)里芋 九州   冷)里芋 九州   冷)里芋 九州

  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

[すいとん汁] [すいとん汁] [米粉すいとん汁]

  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

  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

  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

  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

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   ねぎ 茨城 済

  冷)すいとん　 群馬   冷)すいとん　 群馬

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 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）

2月12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

[フルーツポンチ] [フルーツポンチＡ] [フルーツポンチＢ]

  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 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

[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、他   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

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

[あじの塩焼き] [あじの塩焼き] [あじの塩焼き]

  ﾁﾙﾄﾞ)あじ切身塩味　 ニュージーランド   ﾁﾙﾄﾞ)あじ切身塩味 ニュージーランド   ﾁﾙﾄﾞ)あじ切身塩味　 ニュージーランド

[すき昆布の炒り煮] [すき昆布の炒り煮] [すき昆布の炒り煮]

  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

  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

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 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

  すき昆布 岩手   すき昆布 岩手   すき昆布 岩手

[ひきな汁] [ひきな汁Ａ] [ひきな汁Ｂ]

  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

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   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   ねぎ 茨城 済

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

[オレンジ] [オレンジ] [いよかん]

  ﾁﾙﾄﾞ)カットオレンジ アメリカ   ﾁﾙﾄﾞ)カットオレンジ アメリカ   いよかん　 愛媛

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13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

[赤魚のトマトソース焼き] [赤魚のトマトソース焼きＡ] [赤魚のトマトソース焼きＢ]

  ﾁﾙﾄﾞ)赤魚切身ｲﾀﾘｱﾝﾄﾏﾄ アラスカ   ﾁﾙﾄﾞ)赤魚切身ｲﾀﾘｱﾝﾄﾏﾄ アラスカ   ﾁﾙﾄﾞ)赤魚切り身　 アラスカ

[野菜とツナのソテー] [野菜とツナのソテー] [野菜とツナのソテー]

  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

  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 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

  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

  キャベツ 愛知   キャベツ 愛知   キャベツ 愛知

[オニオンスープ] [オニオンスープ] [オニオンスープ]

  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

  冷)ｿﾃｰﾄﾞｵﾆｵﾝ(ﾀﾞｲｽ) 日本

[ブルーベリージャム] [ブルーベリージャム] [ブルーベリージャム]

  ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ/繊維 カナダ   ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ/繊維 カナダ   ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ/繊維 カナダ

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Ａ] [ハンバーグＢ]

  冷)ﾁｰｽﾞｲﾝﾃﾞﾐﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 茨城、宮城、北海道、佐賀、他   冷)ハンバーグ 茨城、宮城、北海道、佐賀、他   玉葱 北海道

  豚もも肉(挽肉) 宮城

[海藻サラダ] [海藻サラダ] [海藻サラダ]

  海藻ミックス  三陸、熊本、東京、北海道、青森   海藻ミックス  三陸、熊本、東京、北海道、青森   海藻ミックス 三陸、熊本、東京、北海道、青森

  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 群馬 済   きゅうり 群馬 済   きゅうり 群馬 済

[コーンポタージュスープ] [コーンシチューＡ] [コーンシチューＢ]

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

  鶏むね皮なし角切 宮城   鶏むね皮なし角切 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

  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

  ポタージュエースｺｰﾝ 北海道   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）



№4
　　献立と主な産地　（実績）

2月14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

[だし巻きたまご] [だし入りお焼き] [だし入りお焼き]

  冷）だし巻きたまご 秋田   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本

[里芋のそぼろ煮] [里芋のそぼろ煮Ａ] [里芋のそぼろ煮Ｂ]

  鶏むね肉皮なし挽肉 岩手   鶏むね肉皮なし挽肉 岩手   豚ひき肉 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

  冷)里芋 九州   冷)里芋 九州   冷)里芋 九州

  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

[すいとん汁] [すいとん汁] [米粉すいとん汁]

  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

  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 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

  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

  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

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   ねぎ 宮城 済

  冷)すいとん　 群馬   冷)すいとん　 群馬

  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

[豚肉の生姜焼き] [豚肉の生姜焼きＡ] [豚肉の生姜焼きＢ]

  ﾁﾙﾄﾞ)豚肩ロース生姜醤油 チリ   ﾁﾙﾄﾞ)豚肩ロース生姜醤油 チリ   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

[もやしのごま酢和え] [もやしの甘酢和えＡ] [もやしの甘酢和えＢ]

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

  きゅうり 群馬 済   きゅうり 群馬 済   きゅうり 群馬 済

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   まぐろﾌﾚｰｸ缶詰 中西部太平洋

[小松菜のみそ汁] [小松菜のみそ汁Ａ] [小松菜のみそ汁Ｂ]

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

  冷)カット小松菜 茨城、群馬、埼玉 済   冷)カット小松菜 茨城、群馬、埼玉 済   冷)カット小松菜 茨城、群馬、埼玉 済

  冷)豆腐1.5cm角 強化B 岐阜、愛知、三重、他   冷)豆腐1.5cm角 強化 岐阜、愛知、三重、他   だいこん 神奈川 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）


