
　　献立と主な産地　（実績）
7月13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

[さんまのごま味噌煮] [さんまの甘露煮 A] [さんまの甘露煮　Ｂ]

  冷)さんまごま味噌煮 岩手、宮城   冷）さんま甘露煮 岩手、宮城   冷)さんま塩焼　 三陸

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

[まめまめサラダ] [まめまめサラダ] [ひよこ豆のサラダ]

  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)むき枝豆 インドネシア   冷)むき枝豆 インドネシア   きゅうり 宮城 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

  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

[かき卵汁] [豆腐のすまし汁] [なるとのすまし汁]

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 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

  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)なるとｽﾗｲｽ(乳卵不) アメリカ

  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)凍結全卵 日本   冷)コーン(国産) 北海道   冷)コーン(国産) 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

[赤魚の立田揚げ] [赤魚の立田揚げA] [赤魚の立田揚げB]

 ﾁﾙﾄﾞ) 赤魚生姜醤油味付 アメリカ  ﾁﾙﾄﾞ) 赤魚生姜醤油味付 アメリカ   冷)赤魚切身 ロシア

  冷)おろし生姜(1Kg) 宮崎、鹿児島、高知、熊本

[肉じゃが] [肉じゃがAB] [肉じゃが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

  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

  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 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 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

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  木綿豆腐　 アメリカ   木綿豆腐 アメリカ   ねぎ 茨城 済

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

[オレンジ] [オレンジ] [グレープフルーツ]

  ﾁﾙﾄﾞ）ｶｯﾄｵﾚﾝｼﾞ(袋入り) アメリカ   ﾁﾙﾄﾞ）ｶｯﾄｵﾚﾝｼﾞ(袋入り) アメリカ   ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ　 南アフリカ

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

[照り焼きハンバーグ] [照り焼きハンバーグA] [照り焼きハンバーグB]

  冷）照り焼きハンバーグ 日本   冷）照り焼きハンバーグ 日本   豚もも肉(挽肉) 宮城

  玉葱 栃木 済

[ジャーマンポテト] [ジャーマンポテトAB] [ジャーマンポテトAB]

  ショルダーベーコン　 千葉、群馬   ショルダーベーコン　 千葉、群馬   ショルダーベーコン　 千葉、群馬

  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

[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]

  ｽﾗｲｽｳｲﾝﾅｰ（輪切り） 日本、メキシコ、他   冷)ウインナー(ｱﾚ用) アメリカ、カナダ、チリ、他   冷)ウインナー(ｱﾚ用) アメリカ、カナダ、チリ、他

  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

  だいこん 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

  セロリー 長野   セロリー 長野   セロリー 長野

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 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

[ハムチーズピカタトマトソース] [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

[カラフルサラダ] [カラフルサラダAB] [カラフルサラダAB]

  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) 韓国   ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国   ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国

  ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国   ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国   ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国

  玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 済

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

[コーンポタージュ] [コーンシチューAB] [コーンシチューAB]

  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

  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

  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

[いちごジャム] [いちごジャムAB] [いちごジャムAB]

  いちごｼﾞｬﾑ(繊維) エジプト、アメリカ、他   いちごｼﾞｬﾑ(繊維) エジプト、アメリカ、他   いちごｼﾞｬﾑ(繊維) エジプト、アメリカ、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

[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 群馬   つきこんにゃく 群馬   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

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

[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 茨城 済   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

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

[ハムチーズピカタトマトソース] [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

[カラフルサラダ] [カラフルサラダAB] [カラフルサラダAB]

  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) 韓国   ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国   ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国

  ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国   ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国   ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国

  玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 済

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

[コーンポタージュ] [コーンシチューAB] [コーンシチューAB]

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  玉葱 茨城 済   玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 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

  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

[いちごジャム] [いちごジャムAB] [いちごジャムAB]

  いちごｼﾞｬﾑ(繊維) エジプト、アメリカ、他   いちごｼﾞｬﾑ(繊維) エジプト、アメリカ、他   いちごｼﾞｬﾑ(繊維) エジプト、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

[照り焼きハンバーグ] [照り焼きハンバーグA] [照り焼きハンバーグB]

  冷）照り焼きハンバーグ 日本   冷）照り焼きハンバーグ 日本   豚もも肉(挽肉) 宮城

  玉葱 栃木 済

[ジャーマンポテト] [ジャーマンポテトAB] [ジャーマンポテトAB]

  ショルダーベーコン　 千葉、群馬   ショルダーベーコン　 千葉、群馬   ショルダーベーコン　 千葉、群馬

  玉葱 茨城 済   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

[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]

  ｽﾗｲｽｳｲﾝﾅｰ（輪切り） 日本、メキシコ、他   冷)ウインナー(ｱﾚ用) アメリカ、カナダ、チリ、他   冷)ウインナー(ｱﾚ用) アメリカ、カナダ、チリ、他

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  玉葱 茨城 済   玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 済

  だいこん 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

  セロリー 長野   セロリー 長野   セロリー 長野

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 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

[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

[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

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

[甘酢肉団子] [甘酢肉団子Ａ] [甘酢肉団子B]

  冷）甘酢肉団子 日本   冷)ﾀﾚ付肉団子 青森、岩手、兵庫   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 群馬   つきこんにゃく 群馬   つきこんにゃく 群馬

[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

通常献立(小学校）

通常献立（中学校）


