
№1

　　献立と主な産地　（実績）
1月6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

[もやしとわかめの中華和え] [もやしとわかめの中華和えA]

  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

  きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎

  もやし 宮城（富谷市）   もやし 宮城（富谷市）

  乾)カットわかめ 宮城   乾)カットわかめ 宮城

  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]

  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

  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

  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

  冷)豆腐(2cm角) 日本   冷)豆腐(2cm角) 日本

　にら 栃木 済 　にら 栃木 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

[もやしとわかめの中華和え] [もやしとわかめの中華和えA]

  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

  きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎

  もやし 宮城（富谷市）   もやし 宮城（富谷市）

  乾)カットわかめ 宮城   乾)カットわかめ 宮城

  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]

  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

  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

  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

  冷)豆腐(2cm角) 日本   冷)豆腐(2cm角) 日本

　にら 栃木 済 　にら 栃木 済

通常献立（小学校）

該当者なし。

該当者なし。



№2

　　献立と主な産地　（実績）
1月7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

[ぶりのおろし煮] [ぶりのおろし煮A] [ぶりのおろし煮B]

  冷)ぶりのおろし煮 三陸   冷)ぶりのおろし煮 三陸   冷)ぶり切身　 日本

  だいこん 千葉 済

[切干大根の炒り煮] [切干大根の炒り煮A] [切干大根の炒り煮B]

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

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 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

  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

[けんちん汁] [けんちん汁A] [けんちん汁B]

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 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

  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

  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)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

[みかんゼリー] [みかんゼリー] [みかんゼリー]

  冷)みかんゼリー 日本   冷)みかんゼリー 日本   冷)みかんゼリー 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

[ちくわの磯辺揚げ] [ちくわの磯辺揚げ] [ちくわの天ぷら]

  冷)ちくわの磯辺揚げ アメリカ、インド、他   冷)ちくわの磯辺揚げ アメリカ、インド、他   冷)ちくわ(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) 日本、アメリカ

[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 千葉 済   だいこん 千葉 済   だいこん 千葉 済

  きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎   きゅうり 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）

  ソフトさきいか 日本   切り干し大根 宮崎   切り干し大根 宮崎

[すいとん汁] [すいとん汁] [米粉すいとん汁]

  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

  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 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 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

  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（小学校）



№3

　　献立と主な産地　（実績）
1月8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

[フルーツのヨーグルト和え] [フルーツポンチA] [フルーツポンチB]

  りんごピーセス 青森   りんごピーセス 青森   みかん缶(2号缶) 和歌山、徳島、大阪、徳島

  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、徳島   パイン缶(3号缶)　 タイ

  缶パイン(１号缶) タイ   パイン缶(3号缶)　 タイ   ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(はちみつﾚﾓﾝ) イスラエル、アルゼンチン、他

  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   ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(はちみつﾚﾓﾝ) イスラエル、アルゼンチン、他

[スタミナ丼の具] [スタミナ丼の具AB] [スタミナ丼の具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 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  たけのこ水煮せん切り 熊本、他   たけのこ水煮せん切り 熊本、他   たけのこ水煮せん切り 熊本、他

  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

  にら 栃木 済   にら 栃木 済   にら 栃木 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

[鶏肉の照り焼き] [鶏肉の照り焼き] [豚肉の照り焼き]

  ﾁﾙﾄﾞ)鶏もも切身(照焼味付) ブラジル   ﾁﾙﾄﾞ)鶏もも皮無切身50g ブラジル   ﾁﾙﾄﾞ)豚肩ﾛｰｽ切り身 宮城

[きんぴらごぼう] [きんぴらごぼうAB] [きんぴらごぼう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

  ごぼう(せん切り) 青森 済   ごぼう(せん切り) 青森 済   ごぼう(せん切り) 青森 済

  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

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

[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 茨城 済   にんじん 茨城 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 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 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

通常献立（小学校）


