
№1

　　献立と主な産地　（実績）

2月15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

[ウインナーのアップルソースかけ] [豚肉のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ焼きAB] [豚肉のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ焼きAB]

　あらびきポークウインナー アメリカ、カナダ、メキシコ、日本、他   ﾁﾙﾄﾞ)豚肩ロース切り身 宮城   ﾁﾙﾄﾞ)豚肩ロース切り身 宮城

  アップルピューレ　 青森   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  パイン缶(3号缶)　 タイ   パイン缶(3号缶)　 タイ

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

[かぼちゃの煮物] [かぼちゃの煮物AB] [かぼちゃの煮物AB]

  ﾁﾙﾄﾞ)カットかぼちゃ 日本   ﾁﾙﾄﾞ)カットかぼちゃ 日本   ﾁﾙﾄﾞ)カットかぼちゃ 日本

[おじゃがもち汁] [おじゃがもち汁A] [おじゃがもち汁B]

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

  だいこん 神奈川 済   だいこん 神奈川 済   だいこん 神奈川 済

  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)おじゃがもちﾎﾞｰﾙ 北海道、タイ   冷)おじゃがもちﾎﾞｰﾙ 北海道、タイ   冷)おじゃがもちﾎﾞｰﾙ 北海道、タイ

  油揚げ カナダ   油揚げ カナダ   ねぎ 千葉 済

  ねぎ 千葉 済   ねぎ 千葉 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

[フルーツポンチ] [フルーツポンチAB]

  冷)カクテルゼリー 日本   冷)ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(ぶどう)  山梨、長野

  缶黄桃ダイス(一斗缶) 山形、青森   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

  缶パイン(１号缶) タイ

[ポークカレー] [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

  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

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

  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

  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

  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（小学校）

該当者なし。



№2

　　献立と主な産地　（実績）

2月16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

[宮城県産銀鮭のﾄﾏﾄｿｰｽかけ] [宮城県産銀鮭のﾄﾏﾄｿｰｽかけ] [たらのトマトソースかけ]

  冷）鮭切り身 宮城   冷）鮭切り身 宮城   冷)たら切身 アメリカ

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  レンズ豆　ﾄﾞﾗｲﾊﾟｯｸ アメリカ   レンズ豆　ﾄﾞﾗｲﾊﾟｯｸ アメリカ   レンズ豆　ﾄﾞﾗｲﾊﾟｯｸ アメリカ

[ﾁｰｽﾞ入りｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ] [ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞAB] [ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞAB]

  キャベツ 愛知   キャベツ 愛知   キャベツ 愛知

  きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎

  冷)コーン(国産) 北海道   冷)コーン(国産) 北海道   冷)コーン 北海道

  ﾁﾙﾄﾞ)ダイスチーズ アメリカ

[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   豚もも　角切り肉 宮城

  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)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

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

[トマトオムレツ] [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

[ジャーマンポテト] [ジャーマンポテト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

  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

[パスタスープ] [パスタスープ]

  玉葱 北海道   玉葱 北海道

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

  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

  キャベツ 愛知   キャベツ 愛知

  乾)ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ(ﾊｰﾌｶｯﾄ) アメリカ、カナダ、オーストラリア   乾)ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ(ﾊｰﾌｶｯﾄ) アメリカ、カナダ、オーストラリア

[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 ベトナム、他

通常献立（小学校）

該当者なし。



№3

　　献立と主な産地　（実績）

2月17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

[仙台牛ビビンバ(肉炒め)] [ビビンバ(肉炒め)AB] [ビビンバ(肉炒め)AB]

  仙台牛もも肉スライス 宮城   豚もも肉スライス 宮城   豚もも肉スライス 宮城

  仙台牛バラ肉スライス 宮城   豚バラ肉スライス 宮城   豚バラ肉スライス 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

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

[仙台牛ビビンバ(ナムル)] [ビビンバ(ナムル)AB] [ビビンバ(ナムル)AB]

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

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

  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

  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

[わかめスープ] [わかめスープAB] [わかめスープAB]

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  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

  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

[モチクリームアイス] [ライチゼリーAB] [ライチゼリーAB]

  冷)モチクリームアイス マレーシア、日本、他   冷)ライチゼリー 台湾   冷)ライチゼリー 台湾

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

[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味 ペルー   ﾁﾙﾄﾞ)いかの鹿の子生姜醤油味 ペルー   冷）まぐろ切り身 太平洋

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本

[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 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

  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)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

[小松菜のみそ汁] [小松菜のみそ汁A] [小松菜のみそ汁B]

  だいこん 神奈川 済   だいこん 神奈川 済   だいこん 神奈川 済

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

  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 千葉 済   ねぎ 宮城 済

通常献立（小学校）



№4

　　献立と主な産地　（実績）

2月18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

[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、ニュージーランド、他   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本

[枝豆とコーンのソテー] [枝豆とコーンのソテー] [いんげんとｺｰﾝのｿﾃｰ]

  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

  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)むき枝豆 インドネシア   冷)むき枝豆 インドネシア   冷)カットいんげん 北海道

[冬野菜のポトフ] [冬野菜のポトフAB] [冬野菜のポトフAB]

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

  豚もも　角切り肉 宮城   豚もも　角切り肉 宮城   豚もも　角切り肉 宮城

  キャベツ 愛知   キャベツ 愛知   キャベツ 愛知

  だいこん 神奈川 済   だいこん 神奈川 済   だいこん 神奈川 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

[ハーブチキン] [ハーブチキン] [ハーブポーク]

  ﾁﾙﾄﾞ)鶏肉のﾊｰﾌﾞ味付き ブラジル   ﾁﾙﾄﾞ)鶏肉のﾊｰﾌﾞ味付き ブラジル   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

[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 宮崎   きゅうり 宮崎   きゅうり 宮崎

[ミネストローネ] [ミネストローネA] [ミネストローネB]

  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

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 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

  トマトペースト缶 スペイン、中国   トマトペースト缶 スペイン、中国   トマトペースト缶 スペイン、中国

  冷)富谷市産ﾄﾏﾄﾍﾟｰｽﾄ 宮城（富谷市） 済   冷)富谷市産ﾄﾏﾄﾍﾟｰｽﾄ 宮城（富谷市） 済   冷)富谷市産ﾄﾏﾄﾍﾟｰｽﾄ 宮城（富谷市） 済

  乾)マカロニ(ｼｪﾙ) カナダ、アメリカ   乾)マカロニ(ｼｪﾙ) カナダ、アメリカ   米粉ﾏｶﾛﾆ(ﾌｼﾞｯﾘ)　 日本

通常献立（小学校）



№5

　　献立と主な産地　（実績）

2月19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

[赤魚のピリ辛あんかけ] [赤魚のピリ辛あんかけAB] [赤魚のピリ辛あんかけ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   ﾁﾙﾄﾞ）赤魚切身（薄塩） アメリカ

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

[春雨サラダ] [春雨サラダAB] [春雨サラダAB]

  きゅうり 高知   きゅうり 高知   きゅうり 高知

  キャベツ 愛知   キャベツ 愛知   キャベツ 愛知

  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

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

  春雨(5㎝ｶｯﾄ) 北海道   春雨(5㎝ｶｯﾄ) 北海道   春雨(5㎝ｶｯﾄ) 北海道

[チンゲン菜と卵のスープ] [チンゲン菜とｺｰﾝのｽｰﾌﾟAB] [チンゲン菜とｺｰﾝのｽｰﾌﾟAB]

  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   冷)コーン(国産) 北海道

  凍結全卵 宮城   冷)ｶｯﾄﾁﾝｹﾞﾝ菜 茨城、群馬、埼玉 済   冷)ｶｯﾄﾁﾝｹﾞﾝ菜 茨城、群馬、埼玉 済

  冷)ｶｯﾄﾁﾝｹﾞﾝ菜 茨城、群馬、埼玉 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

[甘酢肉団子] [甘酢肉団子A] [甘酢肉団子B]

  冷)たれ付肉団子Fe 日本   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

[茎わかめの五目炒め] [茎わかめの五目炒めAB] [茎わかめの五目炒め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 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 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

  冷)茎わかめ（細切） 岩手   冷)茎わかめ（細切） 岩手   冷)茎わかめ（細切） 岩手

[ワンタンスープ] [ワンタンスープ] [米粉ワンタンスープ]

  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 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

  水煮メンマ 日本   水煮メンマ 日本   水煮メンマ 日本

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

  手延べワンタン アメリカ、カナダ   手延べワンタン アメリカ、カナダ   米粉ワンタン(小袋) 宮城、北海道

  ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済   ねぎ 宮城 済

  冷)ｶｯﾄﾁﾝｹﾞﾝ菜 茨城、群馬、埼玉 済   冷)ｶｯﾄﾁﾝｹﾞﾝ菜 茨城、群馬、埼玉 済   冷)ｶｯﾄﾁﾝｹﾞﾝ菜 茨城、群馬、埼玉 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

通常献立（小学校）


