
№1

　　献立と主な産地　（実績）
10月26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　　

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

[春巻き] [春巻きA] [春巻きB]

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

  キャベツ 茨城 済

  にら 茨城 済

  にんじん 北海道

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

[中華あんかけ] [中華あんかけA] [中華あんかけ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

  はくさい 北海道   はくさい 北海道   はくさい 北海道

  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

  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   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

[わかめスープ] [わかめスープA] [わかめスープB]

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  冷)なるとｽﾗｲｽ(乳卵不) アメリカ、日本   冷)なるとｽﾗｲｽ(乳卵不) アメリカ、日本   冷)なるとｽﾗｲｽ(乳卵不) アメリカ、日本

  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   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 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

[いわしの梅煮] [いわしの梅煮] [いわしの甘露煮]

  冷)いわし梅煮(ﾎﾞｲﾙP) 北海道、青森県沖太平洋、千葉、鳥取、他   冷)いわし梅煮(ﾎﾞｲﾙP) 北海道、青森県沖太平洋、千葉、鳥取、他   冷）いわし筒切り　 アメリカ

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

[ひじきサラダ] [ひじきサラダAB] [ひじきサラダAB]

  キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済

  ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーラン   ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーラン   ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーラン

  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

  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) 青森 済   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   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

  じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道

  木綿豆腐　 アメリカ   木綿豆腐　 アメリカ   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）



№2

　　献立と主な産地　（実績）
10月27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　　

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

[ミートサンド] [ミートサンドA] [ミートサンド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

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

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

  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   にんじん 北海道

  にんじん 北海道   にんじん 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   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

[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) ニュージーラン   ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーラン   ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーラン

  ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーラン   ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーラン   ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーラン

  玉葱 北海道   玉葱 北海道

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

[ポトフ] [ポトフA] [ポトフB]

  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

  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

  鶏もも肉皮なし角切り 岩手   鶏もも肉皮なし角切り 岩手   冷)ウインナー(ｱﾚ用) アメリカ、カナダ、チリ、日本

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済

[ぶどうゼリー] [ぶどうゼリーAB] [ぶどうゼリーAB]

  冷)ぶどうゼリーFe アメリカ   冷)ぶどうゼリーFe アメリカ   冷)ぶどうゼリーFe 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

[鶏肉のマスタード焼き] [タンドリーチキン]

 ﾁﾙﾄﾞ) 鶏ﾓﾓ皮なし切り身 ブラジル  ﾁﾙﾄﾞ) 鶏ﾓﾓ皮なし切り身 岩手

  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

[コーンポテト] [コーンポテトAB]

  玉葱 北海道   玉葱 北海道

  冷)コーン(国産) 北海道   冷)コーン(国産) 北海道

  じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道

[パンプキンポタージュ] [パンプキンポタージュＡ]

  鶏むね肉皮なし角切り 岩手   鶏むね肉皮なし角切り 岩手

  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

  ﾁﾙﾄﾞ)ｶｯﾄかぼちゃ(1.5cm) 北海道   ﾁﾙﾄﾞ)ｶｯﾄかぼちゃ(1.5cm) 日本

該当者なし。

通常献立

通常献立（中学校）



№3

　　献立と主な産地　（実績）
10月28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　　

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

[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 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

  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 茨城 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 茨城 済   糸みつば 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

[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 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)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

通常献立

通常献立（中学校）



№4

　　献立と主な産地　（実績）
10月29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

[鶏肉のマスタード焼き] [タンドリーチキン] [タンドリーポーク]

 ﾁﾙﾄﾞ) 鶏ﾓﾓ皮なし切り身 ブラジル  ﾁﾙﾄﾞ) 鶏ﾓﾓ皮なし切り身 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)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

[コーンポテト] [コーンポテトAB] [コーンポテトAB]

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 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

  じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道   じゃがいも 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 岩手   鶏むね肉皮なし角切り 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

  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) 北海道   ﾁﾙﾄﾞ)ｶｯﾄかぼちゃ(1.5cm) 北海道   ﾁﾙﾄﾞ)ｶｯﾄかぼちゃ(1.5cm) 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

[ミートサンド] [ミートサンドA] [ミートサンド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

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

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

  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   にんじん 北海道

  にんじん 北海道   にんじん 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   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

[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) ニュージーラン   ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーラン   ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーラン

  ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーラン   ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーラン   ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) ニュージーラン

  玉葱 北海道   玉葱 北海道

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

[ポトフ] [ポトフA] [ポトフB]

  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

  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

  鶏もも肉皮なし角切り 岩手   鶏もも肉皮なし角切り 岩手   冷)ウインナー(ｱﾚ用) アメリカ、カナダ、チリ、日本

  キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済

[ぶどうゼリー] [ぶどうゼリーAB] [ぶどうゼリーAB]

  冷)ぶどうゼリーFe アメリカ   冷)ぶどうゼリーFe アメリカ   冷)ぶどうゼリーFe アメリカ

通常献立

通常献立（中学校）



№5

　　献立と主な産地　（実績）
10月30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

[バンバンジーサラダ] [バンバンジーサラダA] [バンバンジーサラダB]

  キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 済   キャベツ 群馬 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）

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  鶏ささみ水煮ﾌﾚｰｸ　 宮崎、鹿児島   鶏ささみ水煮ﾌﾚｰｸ　 宮崎、鹿児島   まぐろﾌﾚｰｸ缶詰 中部太平洋

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

[マーボーライス] [マーボーライスA] [マーボーライスB]

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

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 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

  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

  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

  まめプラスＭ(ミンチ) アメリカ、他   たけのこ水煮短冊切 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   冷)豆腐(2cm角) 日本   もやし 宮城（富谷市）

  冷)豆腐(2cm角) 日本   冷)カットにら 長崎   冷)カットにら 長崎

  冷)カットにら 長崎

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   冷)国産具材の中華春巻 日本   豚もも肉(挽肉) 宮城

  キャベツ 群馬 済

  にら 茨城 済

  にんじん 青森 済

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

[中華あんかけ] [中華あんかけA] [中華あんかけ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

  はくさい 茨城 済   はくさい 茨城 済   はくさい 茨城 済

  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

  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   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

[わかめスープ] [わかめスープA] [わかめスープB]

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  冷)なるとｽﾗｲｽ(乳卵不) アメリカ、日本   冷)なるとｽﾗｲｽ(乳卵不) アメリカ、日本   冷)なるとｽﾗｲｽ(乳卵不) アメリカ、日本

  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   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 宮城 済

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

通常献立

通常献立（中学校）


