
№1

　　献立と主な産地　（実績）

12月21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　　

通常献立（小学校） 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

[あじの香味焼き] [あじのスタミナ焼きAB] [あじのスタミナ焼きAB]

  ﾁﾙﾄﾞ）あじ切り身 香味味付 ニュージーランド、日本、他   冷)あじ切り身 ニュージーランド   冷)あじ切り身 ニュージーランド

  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

[冬至かぼちゃ] [冬至かぼちゃＡＢ] [冬至かぼちゃAB]

  ﾁﾙﾄﾞ)カットかぼちゃ(3cm) メキシコ   ﾁﾙﾄﾞ)カットかぼちゃ(3cm) メキシコ   ﾁﾙﾄﾞ)カットかぼちゃ(3cm) メキシコ

  ﾚﾄﾙﾄ)ゆであずき 北海道   ﾚﾄﾙﾄ)ゆであずき 北海道   ﾚﾄﾙﾄ)ゆであずき 北海道

  ﾁﾙﾄﾞ)ゆであずき(粒あん) 北海道   ﾁﾙﾄﾞ)ゆであずき(粒あん) 北海道   ﾁﾙﾄﾞ)ゆであずき(粒あん) 北海道

[すいとん汁] [すいとん汁] [米粉すいとん汁]

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

  だいこん 千葉 済   だいこん 千葉 済   だいこん 千葉 済

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 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   豚もも肉スライス 宮城

  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

  油揚げ カナダ   油揚げ カナダ   ねぎ 宮城 済

  冷)すいとん　 群馬   冷)すいとん　 群馬

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

通常献立（中学校） 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] [さわらのみそ煮]

  冷)さばのみそ煮 千葉、青森、宮城、岩手、静岡、富山、他   冷)さばのみそ煮 千葉、青森、宮城、岩手、静岡、富山、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

[ほうれん草のごま和え] [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 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）

[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 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 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

  だいこん 千葉 済   だいこん 千葉 済   だいこん 千葉 済

  カットこんにゃく 日本   カットこんにゃく 日本   カットこんにゃく 日本

  じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道

  はくさい 宮城 済   はくさい 宮城 済   はくさい 宮城 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   ねぎ 宮城 済

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済



№2

　　献立と主な産地　（実績）

12月22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　　

通常献立（小学校） 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

[クリスピーチキン] [クリスピーチキン] [フライドポーク]

  冷）クリスピーチキン 日本   冷）クリスピーチキン 日本   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)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

[クリスマスサラダ] [クリスマスサラダAB] [クリスマスサラダAB]

  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

  キャベツ 愛知   キャベツ 愛知   キャベツ 愛知

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

  星形チーズ（白） ニュージーランド

  星形チーズ（赤） ニュージーランド

[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 北海道   玉葱 北海道   玉葱 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)クリームコーン 北海道   冷)コーン 北海道   冷)コーン 北海道

[ｾﾚｸﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ]※この中から１個選択 [ｾﾚｸﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ]※この中から１個選択 [ｾﾚｸﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ]※この中から１個選択

 冷） ﾍﾟｺちゃんｹｰｷ　いちご 日本、他   冷)サンタのおくりもの 日本   冷)サンタのおくりもの 日本

 冷） ﾍﾟｺちゃんｹｰｷ　チョコ 日本、他   ﾁﾙﾄﾞ)森永おいしいﾏｽｶｯﾄｾﾞﾘｰ 日本   ﾁﾙﾄﾞ)森永おいしいﾏｽｶｯﾄｾﾞﾘｰ 日本

 冷） いちご&練乳風ゼリー 日本   冷）いちご&練乳風ゼリー 日本   冷）いちご&練乳風ゼリー 日本

通常献立（中学校） 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

[ロングウインナー] [ボイルウインナーAB] [ボイルウインナーAB]

  冷)あらびきﾎﾟｰｸｳｲﾝﾅｰ カナダ、アメリカ、日本、デンマーク、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(乳卵不) アメリカ、カナダ、チリ、他

[ポテトのチーズ煮] [ポテトとコーンのソテーAB] [ポテトとコーンのソテーAB]

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

  プロセスチーズ（ダイス） アメリカ   冷)コーン(国産) 北海道   冷)コーン(国産) 北海道

[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]

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

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  だいこん 千葉 済   だいこん 千葉 済   だいこん 千葉 済

  セロリー 愛知   セロリー 愛知   セロリー 愛知

  キャベツ 愛知   キャベツ 愛知   キャベツ 愛知



№3

　　献立と主な産地　（実績）

12月23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　　

通常献立（小学校） 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

[宮城県産銀鮭の塩焼き] [宮城県産銀鮭の塩焼き] [ほっけの塩焼き]

  冷）鮭 うす塩 宮城   冷）鮭 うす塩 宮城   冷)ほっけ切身一塩 アメリカ

[筑前煮] [筑前煮A] [筑前煮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   豚もも肉スライス 宮城

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

  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、他   れんこん水煮乱切り 山口、徳島、他   れんこん水煮乱切り 山口、徳島、他

  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)さつま揚げボール 日本   冷)さつま揚げボール 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

[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 北海道   じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 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

  油揚げ カナダ   油揚げ カナダ

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

通常献立（中学校） 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] [フルーツのゼリー和えAB] [フルーツのゼリー和えAB]

  缶黄桃ダイス(1号缶) ギリシャ   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

  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   パイン缶(3号缶)　 タイ

  ﾊﾟ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   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、他

[チキンカレー] [チキンカレー] [ポークカレー]

  鶏もも肉皮なし角切り 岩手   鶏もも肉皮なし角切り 岩手   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

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 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   アップルピューレ　 青森

  アップルピューレ　 青森


