
№1

　　献立と主な産地　（実績）
10月19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

[笹かまぼこのごまフライ] [笹かまぼこのフライAB] [笹かまぼこのフライAB]

  ﾁﾙﾄﾞ)笹かま乳卵無 アメリカ、日本   ﾁﾙﾄﾞ)笹かま乳卵無 アメリカ、日本   ﾁﾙﾄﾞ)笹かま乳卵無 アメリカ、日本

  冷)凍結全卵 宮城

[りっちゃんサラダ] [りっちゃんサラダAB] [りっちゃんサラダAB]

  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

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  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 北海道   冷)コーン 北海道   冷)コーン 北海道

  塩昆布（減塩） 北海道   糸削り節 日本   糸削り節 日本

  かつお糸削り節 日本

[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 宮城 済   なめこ 宮城 済   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   なめこ 宮城 済

  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

[さばのみそ煮] [さばのみそ煮] [あじのみそ煮]

  冷)さばみそ煮 千葉、青森、宮城、岩手、静岡、富山   冷)さばみそ煮 千葉、青森、宮城、岩手、静岡、富山   冷)あじ切り身　 ニュージーランド

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

[もやしのピリ辛炒め] [もやしのピリ辛炒めAB] [もやしのピリ辛炒めAB]

  豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

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

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

  冷)カットにら 長崎   冷)カットにら 長崎   冷)カットにら 長崎

[きのこのみそ汁] [きのこのみそ汁A] [きのこのみそ汁B]

  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)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

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20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

[アンサンブルエッグ] [オムレツ風お焼きAB] [オムレツ風お焼きAB]

  冷）アンサンブルエッグ 秋田、長崎、北海道、他   卵料理の素(ｱﾚ用) 宮城   卵料理の素(ｱﾚ用) 宮城

[キャベツとｳｲﾝﾅｰのｿﾃｰ] [キャベツとｳｲﾝﾅｰのｿﾃｰAB] [キャベツとｳｲﾝﾅｰのｿﾃｰ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、日本   冷)ウインナー(ｱﾚ用) アメリカ、カナダ、チリ、日本

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  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

[ホワイトシチュー] [ホワイトシチューA] [ホワイトシチューB]

  鶏もも肉皮なし角切り 岩手   鶏もも肉皮なし角切り 岩手   ベーコン(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) ドイツ、フランス、デンマーク、他

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  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)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

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] [ハンバーグケチャップｿｰｽA]

  冷)ハンバーグ オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、アメリカ、他   冷)国産ﾐｰﾄﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 日本

[コールスローサラダ] [コールスローサラダAB]

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済

  きゅうり 群馬 済   きゅうり 群馬 済

  冷)コーン(国産) 北海道   冷)コーン(国産) 北海道

[ＡＢＣマカロニスープ] [ＡＢＣマカロニスープ]

  ショルダーベーコン 千葉、群馬、他   ベーコン(ｱﾚﾙｷﾞｰ用)　 ドイツ、フランス、デンマーク、他

  にんじん 北海道   にんじん 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

  乾)ＡＢＣマカロニ カナダ、他   乾)ＡＢＣマカロニ カナダ、他

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21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

[えびしゅうまい] [えびしゅうまい] [ポークしゅうまい]

  冷）えびしゅうまい 日本、インドネシア、ベトナム、他   冷）えびしゅうまい 日本、インドネシア、ベトナム、他   豚もも肉(挽肉) 宮城

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

  玉葱 北海道

[かみかみサラダ] [かみかみサラダAB] [かみかみサラダAB]

  だいこん 青森 済   冷)コーン(国産) 北海道   冷)コーン(国産) 北海道

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 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）

  ソフトさきいか 北海道   切り干し大根 宮崎   切り干し大根 宮崎

[キムチスープ] [キムチスープA] [キムチスープ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

  だいこん 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

  はくさい 北海道   はくさい 北海道   はくさい 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)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)カットにら 長崎

  木綿豆腐　 アメリカ   木綿豆腐　 アメリカ

  冷)カットにら 長崎   冷)カットにら 長崎

[ヨーグルト] [はちみつレモンゼリーAB] [はちみつレモンゼリーAB]

  ﾁﾙﾄﾞ)ソフール　プレーン 北海道   冷）はちみつレモンゼリーFe イタリア、アルゼンチン   冷）はちみつレモンゼリーFe イタリア、アルゼンチン

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

[ドライカレー] [ドライカレーA] [ドライカレーB]

  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

  豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  まめプラスＭ(ミンチ) アメリカ、他   まめプラスＭ(ミンチ) アメリカ、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   ﾁﾙﾄﾞ)青ﾋﾟｰﾏﾝ(種無ﾊｰﾌｶｯﾄ) 茨城 済   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   トマトピューレ スペイン、中国

[中華風コーンスープ] [中華風コーンスープAB] [中華風コーンスープAB]

  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 北海道   冷)コーン 北海道

  冷)コーン 北海道   冷)コーン 北海道   冷)コーン 北海道

  水煮メンマ 日本   水煮メンマ 日本   水煮メンマ 日本

  冷)凍結全卵 宮城   冷)ｶｯﾄほうれん草 宮崎   冷)ｶｯﾄほうれん草 宮崎

  冷)ｶｯﾄほうれん草 茨城、群馬、栃木 済

[冷凍りんご] [冷凍りんご] [梨]

  冷)カットりんご 青森   冷)カットりんご 青森   日本なし 宮城 済

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22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　　

A献立 B献立
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] [あじのみそ煮]

  冷)さばみそ煮 千葉、青森、宮城、岩手、静岡、富山   冷)さばみそ煮 千葉、青森、宮城、岩手、静岡、富山   冷)あじ切り身　 ニュージーランド

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

[もやしのピリ辛炒め] [もやしのピリ辛炒めAB] [もやしのピリ辛炒めAB]

  豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

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

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

  冷)カットにら 長崎   冷)カットにら 長崎   冷)カットにら 長崎

[きのこのみそ汁] [きのこのみそ汁A] [きのこのみそ汁B]

  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)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

[鶏肉の塩から揚げ] [鶏肉の塩から揚げ] [豚肉の塩から揚げ]

  ﾁﾙﾄﾞ)鶏もも 皮なし切り身 ブラジル   ﾁﾙﾄﾞ)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

[りっちゃんサラダ] [りっちゃんサラダAB] [りっちゃんサラダAB]

  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

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済

  にんじん 北海道   にんじん 北海道   にんじん 北海道

  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 北海道   冷)コーン 北海道   冷)コーン 北海道

  塩昆布（減塩） 北海道   糸削り節 日本   糸削り節 日本

  かつお糸削り節 日本

[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 宮城 済   なめこ 宮城 済   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   なめこ 宮城 済

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

通常献立

通常献立（中学校）



№5

　　献立と主な産地　（実績）
10月23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　　

A献立 B献立
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

[海藻サラダ] [海藻サラダAB] [海藻サラダAB]

  海藻ミックス 三陸、他   海藻ミックス  三陸、他   海藻ミックス  三陸、他

  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

[ポークカレー] [ポークカレーＡＢ] [ポークカレー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

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 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   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

[ほっけの塩焼き] [ほっけの塩焼きAB] [ほっけの塩焼きAB]

  ﾁﾙﾄﾞ)ほっけ切身-塩 ロシア   ﾁﾙﾄﾞ)ほっけ切身-塩 ロシア   ﾁﾙﾄﾞ)ほっけ切身-塩 ロシア

[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 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

  糸こんにゃく 日本   糸こんにゃく 日本   糸こんにゃく 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

[すまし汁] [豆腐のすまし汁] [なるとのすまし汁]

  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

  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

  うずら卵缶(1号缶) 愛知、静岡   冷)ｽﾗｲｽなると(卵不使) アメリカ、日本   冷)ｽﾗｲｽなると(卵不使) アメリカ、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   糸みつば 宮城 済

  刻み麩　 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本   刻み麩　 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本

  糸みつば 宮城 済   糸みつば 宮城 済

通常献立

通常献立（中学校）


