
№1

　　献立と主な産地　（実績）
10月5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

[甘酢肉団子] [甘酢肉団子Ａ] [甘酢肉団子B]

  冷）たれ入り肉団子Fe 青森、岩手、兵庫   冷)たれ付肉団子 青森、岩手、兵庫   玉葱 北海道

  豚もも肉(挽肉) 宮城

[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、日本、他   冷)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ、日本、他   冷)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ、日本、他

  にんじん 北海道   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   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

  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

[小松菜のみそ汁] [小松菜のみそ汁A] [小松菜のみそ汁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

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   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   ねぎ 宮城 済

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

[アセロラゼリー] [アセロラゼリーAB] [アセロラゼリーAB]

 冷)アセロラゼリー ブラジル、ベトナム   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

[さばの生姜醤油焼き] [さばの生姜醤油焼き] [さわらの生姜醤油焼き]

  ﾁﾙﾄﾞ)さば切身(生姜醤油味付き） ノルウェー   ﾁﾙﾄﾞ)さば切身(生姜醤油味付き) ノルウェー   冷)さわら切り身 韓国

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

[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、日本   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

[根菜のごまみそ汁] [根菜のみそ汁A] [根菜のみそ汁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

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

  れんこん水煮(ｲﾁｮｳ) 山口、徳島、他   れんこん水煮(ｲﾁｮｳ) 山口、徳島、他   れんこん水煮(ｲﾁｮｳ) 山口、徳島、他

  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   冷)豆腐1.5cm強化 岐阜、愛知、三重

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№2

　　献立と主な産地　（実績）
10月6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

[フライドチキン] [フライドチキン] [フライドポーク]

  ﾁﾙﾄﾞ)鶏もも 皮なし切り身 ブラジル   鶏もも 皮なし切り身 岩手   ﾁﾙﾄﾞ)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   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

[グリーンサラダ] [グリーンサラダAB] [グリーンサラダAB]

  冷)外国産ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ エクアドル   冷)外国産ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ エクアドル   冷)外国産ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ エクアドル

  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

[コーンポタージュスープ] [コーンシチューAB] [コーンシチューAB]

  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)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

  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

ミートオムレツ] [ハム入りお焼きAB]

  冷)トマトミートオムレツ 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

[きのことﾍﾟﾝﾈのｿﾃｰ] [きのことﾍﾟﾝﾈのｿﾃｰ]

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

  ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) アメリカ、カナダ、チリ   ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) アメリカ、カナダ、チリ

  玉葱 北海道   玉葱 北海道

  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

  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

[野菜たっぷりスープ] [野菜たっぷりスープ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(乳卵不) アメリカ、カナダ、チリ、他

  にんじん 北海道   にんじん 北海道

  ごぼう(半月切り) 青森 済   ごぼう(半月切り) 青森 済

  だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

  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）
10月7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

[いかのかりんとう揚げ] [いかのかりんとう揚げ] [まぐろのかりんとう揚げ]

  ﾁﾙﾄﾞ)いかの鹿の子生姜醤油 ペルー   ﾁﾙﾄﾞ)いかの鹿の子生姜醤油 ペルー   冷)まぐろ切身 太平洋

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

[ひじきとれんこんの炒り煮] [ひじきとれんこんの炒り煮A] [ひじきとれんこんの炒り煮B]

  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 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  れんこん水煮(ｲﾁｮｳ) 山口、徳島、他   れんこん水煮(ｲﾁｮｳ) 山口、徳島、他   れんこん水煮(ｲﾁｮｳ) 山口、徳島、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

  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

  冷)大豆 北海道   冷)大豆 北海道

[油麩汁] [油麩汁] [大根汁]

  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   乾)カットわかめ 宮城

  仙台あげ麩(小)(9mm厚) 日本   仙台あげ麩(小)(9mm厚) 日本   ねぎ 宮城 済

  乾)カットわかめ 宮城   乾)カットわかめ 宮城

  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

[フルーツのヨーグルト和え] [フルーツポンチAB]

  黄桃ﾀﾞｲｽﾚﾄﾙﾄ 南アフリカ   冷)ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(ぶどう)  山梨、長野、他

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

  パインﾁﾋﾞｯﾄﾚﾄﾙﾄ タイ   みかん缶(2号缶) 和歌山、徳島、大阪、静岡

  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、他

[ハヤシシチュー] [ハヤシシチューＡＢ]

  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

  玉葱 北海道   玉葱 北海道

  にんじん 北海道   にんじん 北海道

  じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道

  ﾏｯｼｭﾙｰﾑ水煮（ｽﾗｲｽ） インドネシア   ﾏｯｼｭﾙｰﾑ水煮（ｽﾗｲｽ） インドネシア

  冷)グリンピース アメリカ   冷)グリンピース アメリカ

該当者なし。

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№4

　　献立と主な産地　（実績）
10月8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

[さばの生姜醤油焼き] [さばの生姜醤油焼き] [さわらの生姜醤油焼き]

  ﾁﾙﾄﾞ)さば切身(生姜醤油味付き） ノルウェー   ﾁﾙﾄﾞ)さば切身(生姜醤油味付き) ノルウェー   冷)さわら切り身 韓国

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

[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、日本   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

[根菜のごまみそ汁] [根菜のみそ汁A] [根菜のみそ汁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 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

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

  れんこん水煮(ｲﾁｮｳ) 山口、徳島、他   れんこん水煮(ｲﾁｮｳ) 山口、徳島、他   れんこん水煮(ｲﾁｮｳ) 山口、徳島、他

  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   冷)豆腐1.5cm強化 岐阜、愛知、三重

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 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

[甘酢肉団子] [甘酢肉団子Ａ]

  冷）たれ入り肉団子Fe 青森、岩手、兵庫   冷)たれ付肉団子 青森、岩手、兵庫

[切干大根の炒り煮] [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、日本、他   冷)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ、日本、他

  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

  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

[小松菜のみそ汁] [小松菜のみそ汁A]

  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

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ

  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

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

[アセロラゼリー] [アセロラゼリーAB]

 冷)アセロラゼリー ブラジル、ベトナム   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

該当者なし。

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№5

　　献立と主な産地　（実績）
10月9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

[フルーツポンチ] [フルーツのゼリー和えAB] [フルーツのゼリー和えAB]

  冷)カクテルゼリー 日本   冷)ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(ﾊﾁﾐﾂﾚﾓﾝ) イスラエル、アルゼンチン、他   冷)ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(ﾊﾁﾐﾂﾚﾓﾝ) イスラエル、アルゼンチン、他

  黄桃ﾀﾞｲｽﾚﾄﾙﾄ 南アフリカ   パイン缶(3号缶)　 タイ   パイン缶(3号缶)　 タイ

  缶みかん(1斗缶) 愛知、静岡、神奈川、佐賀   みかん缶(2号缶) 和歌山、徳島、大阪、静岡   みかん缶(2号缶) 和歌山、徳島、大阪、静岡

  パインﾁﾋﾞｯﾄﾚﾄﾙﾄ タイ

[中華飯の具] [中華飯の具Ａ] [中華飯の具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

  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

  にんじん 北海道   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   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

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

  はくさい 北海道   はくさい 北海道   はくさい 北海道

  冷)むきえび インド、他   冷)むきえび インド、他   冷)野菜ﾐｯｸｽﾎﾞｰﾙ アメリカ、日本

  冷)いかかのこ短冊 ペルー、チリ   冷)いかかのこ短冊 ペルー、チリ   ヤングコーン缶(ｶｯﾄ) タイ

  ヤングコーン缶(ｶｯﾄ) タイ   ヤングコーン缶(ｶｯﾄ) タイ   冷)カットいんげん 北海道

  うずら卵缶(1号缶) 愛知、静岡   冷)カットいんげん 北海道

  冷)カットいんげん 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

[赤魚の南蛮漬け] [赤魚の南蛮漬けAB]

  ﾁﾙﾄﾞ）赤魚切身（薄塩） アメリカ   ﾁﾙﾄﾞ）赤魚切身（薄塩） アメリカ

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

[五目豆] [五目豆A]

  鶏もも肉皮なし角切り 岩手   鶏もも肉皮なし角切り 岩手

  ごぼう(半月切り) 青森 済   ごぼう(半月切り) 青森 済

  にんじん 北海道   にんじん 北海道

  冷)大豆 北海道   冷)大豆 北海道

  つきこんにゃく 日本   つきこんにゃく 日本

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

  角切り昆布（2㎝角） 北海道   角切り昆布（2㎝角） 北海道

  冷)むき枝豆 インドネシア   冷)むき枝豆 インドネシア

[豆麩とほうれん草のみそ汁] [豆麩とほうれん草のみそ汁]

  豆麩 アメリカ、カナダ   豆麩 アメリカ、カナダ

  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

  小粒大豆もやし 宮城（富谷市）   小粒大豆もやし 宮城（富谷市）

  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

  木綿豆腐　 アメリカ   木綿豆腐　 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

該当者なし。

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）


