
　　献立と主な産地　（実績）
7月6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

[富谷市産ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰのﾖｰｸﾞﾙﾄ和え] [富谷市産ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ入りﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁAB] [富谷市産ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ入りﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁAB]

  缶黄桃ﾀﾞｲｽ(1斗缶) 山形、青森   冷)ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(ぶどう)  長野、他   冷)ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(ぶどう)  長野、他

  缶みかん(1斗缶) 愛知、静岡、佐賀   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   パイン缶(3号缶)　 タイ   パイン缶(3号缶)　 タイ

  ブルーベリー 宮城（富谷市） 済   ブルーベリー 宮城（富谷市） 済   ブルーベリー 宮城（富谷市） 済

  ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ 北海道、オーストラリア、ニュージーランド、他

[夏野菜カレー] [夏野菜カレーAB] [夏野菜カレー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)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

  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 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  玉葱 熊本   玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 済

  じゃがいも 千葉 済   じゃがいも 千葉 済   じゃがいも 千葉 済

  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

  冷)カットかぼちゃ1.5cm角 北海道   冷)カットかぼちゃ(1.5cm) 北海道   冷)カットかぼちゃ(1.5cm) 北海道

  冷)グリル野菜ミックス スペイン   冷)グリル野菜ミックス スペイン   冷)グリル野菜ミックス スペイン

  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

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

[春巻き] [春巻きA] [春巻きB]

  冷)国産具材の中華春巻 日本、他   冷)国産具材の中華春巻 日本、他   豚もも肉(挽肉) 宮城

  キャベツ 茨城 済

  にら 山形 済

  にんじん 青森 済

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

[チンジャオロースー] [チンジャオロースAB] [チンジャオロース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   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

  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 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  たけのこ水煮せん切り 熊本   たけのこ水煮せん切り 熊本   たけのこ水煮せん切り 熊本

  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

[ごまみそスープ] [みそスープAB] [みそスープAB]

  豚もも肉スライス 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

  玉葱 熊本   玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 済

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  じゃがいも 茨城 済   じゃがいも 茨城 済   じゃがいも 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）

  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

通常献立(小学校）

通常献立（中学校）



　　献立と主な産地　（実績）
7月7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

[星のコロッケ] [星のコロッケA] [星のコロッケB]

  冷）星型コロッケ 日本   冷）星型コロッケ 日本   冷)マッシュポテト 北海道

  豚もも肉(挽肉) 宮城

  玉葱 栃木 済

[きのこと鶏肉のｶﾞｰﾘｯｸｿﾃｰ] [きのこと鶏肉のｶﾞｰﾘｯｸｿﾃｰ] [きのこと豚肉のｶﾞｰﾘｯｸｿﾃｰ]

  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

  鶏もも肉皮なし角切り 日本   鶏もも肉皮なし角切り 日本   豚もも肉スライス 宮城

  玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 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

  ﾁﾙﾄﾞ)ｴﾘﾝｷﾞ短冊切り 長野   ﾁﾙﾄﾞ)ｴﾘﾝｷﾞ短冊切り 長野   ﾁﾙﾄﾞ)ｴﾘﾝｷﾞ短冊切り 長野

  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)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

  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

[野菜スープ] [野菜スープAB] [野菜スープAB]

  ｽﾗｲｽｳｲﾝﾅｰ(斜め切り) 日本、メキシコ、他   冷)ｳｲﾝﾅｰ(乳卵不) アメリカ、カナダ、チリ、他   冷)ｳｲﾝﾅｰ(乳卵不) アメリカ、カナダ、チリ、他

  玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 済

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済

  セロリー 長野   セロリー 長野   セロリー 長野

[七夕ゼリー] [七夕ゼリーAB] [七夕ゼリーAB]

 冷） 七夕ｾﾞﾘｰ　 日本  冷） 七夕ｾﾞﾘｰ　 日本  冷） 七夕ｾﾞﾘｰ　 日本

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

[信田煮] [信田煮] [根菜つくね]

 冷） 信田煮  冷） 信田煮 アメリカ、日本   玉葱 栃木 済

  にんじん 青森 済

  ごぼう ささがき 群馬 済

  れんこん水煮(ｲﾁｮｳ) 山口、徳島

  豚もも肉(挽肉) 宮城

[ほうれん草のごま和え] [ほうれん草のおひたしAB] [ほうれん草のおひたしAB]

  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 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  糸削り節 日本   糸削り節 日本

[山菜うどん] [山菜うどんA] [山菜うどんB]

  鶏もも肉皮なし角切り 日本   鶏もも肉皮なし角切り 日本   豚もも肉スライス 宮城

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   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   山菜ﾐｯｸｽ水煮 北海道、徳島、長野、新潟

  山菜ﾐｯｸｽ水煮 北海道、徳島、長野、新潟   山菜ﾐｯｸｽ水煮 北海道、徳島、長野、新潟   きびめん　 中国、タイ

  冷凍うどん オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ   冷凍うどん オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ   ねぎ 茨城 済

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

通常献立(小学校）

通常献立（中学校）



　　献立と主な産地　（実績）
7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

[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   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

  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)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 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 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AB] [わかめスープAB]

  玉葱 熊本   玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 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

  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

[さばのスタミナ焼き] [さばのスタミナ焼き] [さわらのスタミナ焼き]

  ﾁﾙﾄﾞ)さば切身(ｽﾀﾐﾅ味) ノルウェー   ﾁﾙﾄﾞ)さば切身(ｽﾀﾐﾅ味) ノルウェー   冷)さわら切身 韓国

  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

[ひじきの炒り煮] [ひじきの炒り煮AB] [ひじきの炒り煮AB]

  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   冷)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ、他

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 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

  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

  冷)カットいんげん 北海道   冷)カットいんげん 北海道   冷)カットいんげん 北海道

[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

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  ごぼう(半月切り) 群馬 済   ごぼう(半月切り) 群馬 済   ごぼう(半月切り) 群馬 済

  だいこん 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

  カットこんにゃく 群馬   カットこんにゃく 群馬   カットこんにゃく 群馬

  冷)里芋 九州   冷)里芋 九州   冷)里芋 九州

  はくさい 長野   はくさい 長野   はくさい 長野

  冷)豆腐1.5cm角強化 岐阜、愛知、三重   冷)豆腐1.5cm角強化 岐阜、愛知、三重   ねぎ 茨城 済

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

[ヨーグルト] [アセロラゼリーAB] [アセロラゼリーAB]

  ﾁﾙﾄﾞ)フレンドヨーグルト 宮城、岩手   冷）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   冷）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）



　　献立と主な産地　（実績）
7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

[味付き肉団子] [甘酢肉団子Ａ] [甘酢肉団子B]

  冷）味付き肉団子 日本   冷)ﾀﾚ付肉団子 青森、岩手、兵庫、他   玉葱 栃木 済

  豚もも肉(挽肉) 宮城

[五目きんぴら] [五目きんぴらＡＢ] [五目きんぴらＡＢ]

  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   冷)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ、他

  ごぼう(せん切り) 群馬 済   ごぼう(せん切り) 群馬 済   ごぼう(せん切り) 群馬 済

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

 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

  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

[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 千葉 済   じゃがいも 千葉 済   じゃがいも 千葉 済

  だいこん 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   ねぎ 茨城 済

  冷)豆腐1.5cm強化 岐阜、愛知、三重   冷)豆腐1.5cm強化 岐阜、愛知、三重   乾)カットわかめ 宮城

  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

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

[かぼちゃ挽肉フライ] [かぼちゃ挽肉フライ] [かぼちゃコロッケ]

  冷）かぼちゃ挽肉フライ 日本   冷）かぼちゃ挽肉フライ 日本   冷)マッシュポテト 北海道

  冷）ﾀﾞｲｽｶｯﾄかぼちゃ 北海道

  玉葱 栃木 済

[わかめのツナ和え] [わかめのツナ和えＡＢ] [わかめのツナ和え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

  玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 済

  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

[えび団子汁] [えび団子汁] [お魚団子汁]

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  だいこん 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

  冷)豆腐1.5cm強化 岐阜、愛知、三重   冷)豆腐1.5cm強化 岐阜、愛知、三重   冷)野菜ﾐｯｸｽﾎﾞｰﾙ アメリカ、日本、他

  冷)えびボール ベトナム、日本   冷)えびボール ベトナム、日本   糸みつば 宮城 済

  糸みつば 宮城 済   糸みつば 宮城 済

通常献立(小学校）

通常献立（中学校）



　　献立と主な産地　（実績）
7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

[春巻き] [春巻きA] [春巻きB]

  冷)国産具材の中華春巻 日本、他   冷)国産具材の中華春巻 日本、他   豚もも肉(挽肉) 宮城

  キャベツ 茨城 済

  にら 宮城 済

  にんじん 青森 済

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

[チンジャオロースー] [チンジャオロースーAB] [チンジャオロースー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)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

  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 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  たけのこ水煮せん切り 熊本   たけのこ水煮せん切り 熊本   たけのこ水煮せん切り 熊本

  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

[ごまみそスープ] [みそスープAB] [みそスープAB]

  豚もも肉スライス 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

  玉葱 熊本   玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 済

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  じゃがいも 茨城 済   じゃがいも 茨城 済   じゃがいも 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）

  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

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

[富谷市産ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰのﾖｰｸﾞﾙﾄ和え] [富谷市産ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ入りﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁAB] [富谷市産ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ入りﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁAB]

  缶黄桃ﾀﾞｲｽ(1斗缶) 山形、青森   冷)ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(ぶどう)  長野、他   冷)ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(ぶどう)  長野、他

  缶みかん(1斗缶) 愛知、静岡、佐賀   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   パイン缶(3号缶)　 タイ   パイン缶(3号缶)　 タイ

  ブルーベリー 宮城（富谷市） 済   ブルーベリー 宮城（富谷市） 済   ブルーベリー 宮城（富谷市） 済

  ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ 北海道、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパ

[夏野菜カレー] [夏野菜カレーAB] [夏野菜カレー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)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

  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 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  玉葱 熊本   玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 済

  じゃがいも 千葉 済   じゃがいも 千葉 済   じゃがいも 千葉 済

  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

  冷)カットかぼちゃ1.5cm角 北海道   冷)カットかぼちゃ(1.5cm) 北海道   冷)カットかぼちゃ(1.5cm) 北海道

  冷)グリル野菜ミックス スペイン   冷)グリル野菜ミックス スペイン   冷)グリル野菜ミックス スペイン

  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

通常献立(小学校）

通常献立（中学校）


