
№1
　　献立と主な産地　（実績） １

9月7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

[仙台牛ビビンバ(肉炒め）] [ビビンバ(肉炒め)ＡＢ] [ビビンバ(肉炒め)ＡＢ]

  仙台牛もも肉スライス 宮城   豚もも肉スライス 宮城   豚もも肉スライス 宮城

  仙台牛バラ肉スライス 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 山形 済   ねぎ 山形 済   ねぎ 山形 済

[仙台牛ビビンバ(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 北海道   にんじん 北海道   にんじん 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

  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Ａ] [わかめスープＢ]

  玉葱 岩手 済   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

  冷)豆腐1.5cm角強化 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 三陸

  乾)カットわかめ 三陸   乾)カットわかめ 三陸

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

[ほっけの塩焼き] [ほっけの塩焼きＡＢ]

  ﾁﾙﾄﾞ)ほっけの塩焼き ロシア   ﾁﾙﾄﾞ)ほっけの塩焼き ロシア

[絹揚げのみそ炒め] [絹揚げのみそ炒め]

  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

  にんじん 北海道   にんじん 北海道

  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 山口、徳島   たけのこ水煮せん切り 山口、徳島

  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

[豆麩汁] [豆麩汁]

  じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道

  にんじん 北海道   にんじん 北海道

  だいこん 北海道   だいこん 北海道

  冷)豆腐1.5cm角強化 岐阜、愛知、三重   冷)豆腐1.5cm強化 岐阜、愛知、三重

  まめ麩 アメリカ、カナダ   まめ麩 アメリカ、カナダ

  ねぎ 山形 済   ねぎ 山形 済

[アセロラゼリー] [アセロラゼリーＡ]

　 冷)アセロラゼリー ブラジル、ベトナム   冷)アセロラゼリー ブラジル、ベトナム

該当者なし。

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

9月8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

[カレーロールフライ] [カレー風味ハムフライＡＢ] [カレー風味ハムフライＡＢ]

  冷)カレーロールフライ アメリカ、カナダ、デンマーク、日本、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

[コールスローサラダ] [コールスローサラダＡＢ] [コールスローサラダＡＢ]

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   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

[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 日本   鶏むね肉皮なし角切り 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、他

  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   冷)かぼちゃペースト 北海道   冷)かぼちゃペースト 北海道

  ﾁﾙﾄﾞ)ｶｯﾄかぼちゃ(1.5cm) 青森 済   ﾁﾙﾄﾞ)ｶｯﾄかぼちゃ(1.5cm) 青森 済   ﾁﾙﾄﾞ)ｶｯﾄかぼちゃ(1.5cm) 青森 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

[チーズインハンバーグ] [ハンバーグＡ]

  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、日本   冷）ハンバーグ 日本

[きのこペンネソテー] [きのこペンネソテー]

  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

  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

  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

  ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野

  乾)マカロニ(ﾍﾟﾝﾈ) カナダ、他   乾)マカロニ(ﾍﾟﾝﾈ) カナダ、他

  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

[ジュリアンスープ] [ジュリアンスープ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

  にんじん 北海道   にんじん 北海道

  玉葱 北海道   玉葱 北海道

  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

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済

該当者なし。

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

9月9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

[おろし豆腐ハンバーグ] [おろし豆腐ハンバーグ] [おろしハンバーグ]

  冷)豆腐ハンバーグ 日本   冷)豆腐ハンバーグ 日本   玉葱 北海道

  冷)大根おろし 日本   冷)大根おろし 日本   豚もも肉(挽肉) 宮城

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

  冷)大根おろし 日本

[梅おかかあえ] [梅おかか和えＡＢ] [梅おかか和え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

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済

  焼き竹輪(卵使用)　 アメリカ   冷)ちくわ(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) 日本、アメリカ、他   冷)ちくわ(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) 日本、アメリカ、他

  かつお糸削り節 日本   糸削り節 日本   糸削り節 日本

[油麩のみそ汁] [油麩のみそ汁] [えのきたけのみそ汁]

  だいこん 北海道   だいこん 北海道   だいこん 北海道

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  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   カットえのきたけ 埼玉 済

  仙台麩(9㎜ｽﾗｲｽ)　 アメリカ、カナダ、オーストラリア   仙台麩(9㎜ｽﾗｲｽ)　 アメリカ、カナダ、オーストラリア   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

[五目厚焼き玉子] [五目お焼きＡＢ] [五目お焼きＡＢ]

  冷）五目厚焼きたまご 秋田   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本

  豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

  にんじん 北海道   にんじん 北海道

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

[筑前煮] [筑前煮Ａ] [筑前煮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   豚ももスライス 宮城

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  ごぼう(乱切り) 青森 済   ごぼう(乱切り) 青森 済   ごぼう(乱切り) 青森 済

  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

  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)揚げボール 日本   冷)揚げボール 日本   冷)野菜ﾐｯｸｽﾎﾞｰﾙ アメリカ、日本、他

  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

[沢煮椀] [沢煮椀ＡＢ] [沢煮椀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

  ごぼう(ささがき) 群馬 済   ごぼう(ささがき) 群馬 済   ごぼう(ささがき) 群馬 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

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  だいこん 北海道   だいこん 北海道   だいこん 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

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

[豆乳プリン] [ライチゼリーＡＢ] [ライチゼリーＡＢ]

  豆乳プリン 宮城、北海道   冷）ライチゼリー 台湾   冷）ライチゼリー 台湾

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

9月10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

[さばのみそ煮] [さばのみそ煮] [さわらのみそ煮]

  冷)さばのみそ煮 千葉、青森、宮城、岩手、静岡、他   冷)さばのみそ煮 千葉、青森、宮城、岩手、静岡、他   冷)さわら切り身 韓国

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

[切干大根の炒り煮] [切干大根の炒り煮ＡＢ] [切干大根の炒り煮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 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  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

[吉野汁] [吉野汁Ａ] [吉野汁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　千切り肉 宮城

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  だいこん 北海道   だいこん 北海道   だいこん 北海道

  冷)里芋 九州   冷)里芋 九州   冷)里芋 九州

  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   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

[さんまのかば焼き] [さんまのかば焼きＡ] [さんまのかば焼きＢ]

  冷)さんまの蒲焼き 日本   冷)さんまの蒲焼き 日本   冷)さんま開き澱粉付 日本

[ほうれん草のおひたし] [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）

  笹かまぼこ(卵不使用) アメリカ、北海道   笹かまぼこ(卵不使用) アメリカ、北海道   笹かまぼこ(卵不使用) アメリカ、北海道

  かつお糸削り節 日本   糸削り節 日本   糸削り節 日本

[さつま汁] [さつま汁Ａ] [さつま汁Ｂ]

  鶏むね肉皮なし角切り 日本   鶏むね肉皮なし角切り 日本   豚もも　千切り肉 宮城

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  だいこん 北海道   だいこん 北海道   だいこん 北海道

  ｶｯﾄさつま芋(2cm角/皮付) 茨城 済   ｶｯﾄさつま芋(2cm角/皮付) 茨城 済   ｶｯﾄさつま芋(2cm角/皮付) 茨城 済

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   ねぎ 宮城 済

  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 宮城 済   ねぎ 宮城 済

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№5
　　献立と主な産地　（実績） １

9月11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

[いわしオレンジ煮] [いわしのオレンジ煮] [さんまの梅煮]

  冷)いわしのｵﾚﾝｼﾞ煮 北海道、青森県沖太平洋、千葉、鳥取、他   冷)いわしのｵﾚﾝｼﾞ煮 北海道、青森県沖太平洋、千葉、鳥取、他   冷)さんま塩焼BP 三陸

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

[ツナ入りおひたし] [ツナ入りおひたしＡＢ] [ツナ入りおひたしＡＢ]

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 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

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

  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

[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 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  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 北海道   だいこん 北海道   だいこん 北海道

  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 北海道   はくさい 北海道   はくさい 北海道

  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   ねぎ 青森 済

  ねぎ 青森 済   ねぎ 青森 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

[鶏肉のから揚げ(2個)] [鶏肉のから揚げ(２個)] [豚肉のから揚げ(２個)]

  冷)鶏肉のから揚げ タイ   冷）鶏肉のから揚げ タイ   豚もも角切り/唐揚げ用 宮城

  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 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  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

[おじゃがもち汁] [おじゃがもち汁Ａ] [おじゃがもち汁Ｂ]

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  だいこん 北海道   だいこん 北海道   だいこん 北海道

  ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野

  冷)おじゃがもちﾎﾞｰﾙ　 北海道   冷)おじゃがもちﾎﾞｰﾙ　 北海道   冷)おじゃがもちﾎﾞｰﾙ　 北海道

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   ねぎ 青森 済

  ねぎ 青森 済   ねぎ 青森 済

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）


