
№1

　　献立と主な産地　（実績）

4月9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

[かぼちゃ挽肉フライ] [かぼちゃ挽肉フライ] [かぼちゃコロッケ]

  かぼちゃ挽肉フライ 日本   かぼちゃ挽肉フライ 日本   冷)マッシュポテト 北海道

  冷)カットかぼちゃ1.5cm角 宮城

  豚もも肉(挽肉) 宮城

  玉葱 北海道

[カラフルサラダ] [カラフルサラダ] [カラフルサラダ]

  冷)外国産ブロッコリー エクアドル   冷)外国産ブロッコリー エクアドル   冷)外国産ブロッコリー 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   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) 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

  ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国   ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国   ﾁﾙﾄﾞ)黄パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 韓国

  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

[ジュリアンスープ] [ジュリアンスープ] [ジュリアンスープ]

  ショルダーベーコン　 アメリカ、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   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 徳島   にんじん 徳島   にんじん 徳島

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

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

  セロリー 千葉 済   セロリー 千葉 済   セロリー 千葉 済

  キャベツ 愛知   キャベツ 愛知   キャベツ 愛知

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

通常献立（小学校）

通常献立(中学校）

入学式のため給食なし。 入学式のため給食なし。 入学式のため給食なし。



№2

　　献立と主な産地　（実績）

4月10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

[ハンバーグデミグラスソース] [ハンバーグデミグラスソース] [ハンバーグケチャップソース]

  鉄腕国産鶏豚サンバーグ 日本   鉄腕国産鶏豚サンバーグ 日本   玉葱 北海道

  豚もも肉(挽肉) 宮城

[野菜とツナのソテー] [野菜とツナのソテー] [野菜とツナのソテー]

  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

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  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

  キャベツ 愛知   キャベツ 愛知   キャベツ 愛知

[えびボールスープ] [えびボールスープ] [野菜ミックスボールスープ]

  玉葱 北海道   玉葱 北海道   玉葱 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）

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  冷)えびボール ベトナム、日本   冷)えびボール　 ベトナム、日本   冷)野菜ﾐｯｸｽﾎﾞｰﾙ アメリカ、日本、他

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

[ヨーグルト]　簡易給食のみ [はちみつレモンゼリー]　簡易給食のみ [はちみつレモンゼリー]　簡易給食のみ

  コアコアヨーグルト(いちご味) オーストラリア、メキシコ、モロッコ、他   はちみつレモンゼリー イタリア、他   はちみつレモンゼリー イタリア、他

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

[鶏肉のレモンソースかけ] [鶏肉のレモンソースかけ] [豚肉のレモンソースかけ]

  冷)鶏もも塩ｺｼｮｳ澱粉付 ブラジル   冷)鶏もも塩ｺｼｮｳ澱粉付 ブラジル   豚肩ﾛｰｽ切り身 宮城

[れんこんサラダ] [れんこんサラダ] [れんこんサラダ]

  れんこん水煮(ｲﾁｮｳ) 茨城、他 済   れんこん水煮(ｲﾁｮｳ) 茨城、他 済   れんこん水煮(ｲﾁｮｳ) 茨城、他 済

  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

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

[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 神奈川 済   だいこん 神奈川 済   だいこん 神奈川 済

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 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   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   冷)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ、他

  冷)すいとん 群馬   冷)すいとん 群馬   料理用米粉 宮城

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

通常献立（小学校）

通常献立(中学校）



№3

　　献立と主な産地　（実績）

4月11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

[厚焼き卵] [卵焼き風お焼き] [卵焼き風お焼き]

  厚焼きたまご FeCaFi 秋田   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本

[肉じゃが] [肉じゃが] [肉じゃが]

  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

  つきこんにゃく 群馬   つきこんにゃく 群馬   つきこんにゃく 群馬

  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

[なめこ汁] [なめこ汁A] [なめこ汁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

  なめこ(大袋) 宮城 済   なめこ(大袋) 宮城 済   なめこ(大袋) 宮城 済

  冷)豆腐1.5cm角 強化 岐阜、愛知、三重、他   冷)豆腐1.5cm角 強化 岐阜、愛知、三重、他   にんじん 青森 済

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

[冷凍パイン] [冷凍パイン] [冷凍パイン]

  冷)ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(個包装) コスタリカ   冷)ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(個包装) コスタリカ   冷)ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(個包装) コスタリカ

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

[さわらの西京みそ焼き] [さわらの西京味噌焼き] [さわらのみそ焼き]

  さわら西京焼き 韓国   さわら西京焼き 韓国   冷)さわら切身 韓国

[ほうれんそうのごま和え] [ほうれんそうのおかか和え] [ほうれんそうのおかか和え]

  冷)カットほうれん草 茨城、群馬 済   冷)カットほうれん草 九州   冷)カットほうれん草 九州

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

  糸削り節 日本   糸削り節 日本

[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 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 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 神奈川 済   だいこん 神奈川 済   だいこん 神奈川 済

  カットこんにゃく(国産) 群馬   カットこんにゃく(国産) 群馬   カットこんにゃく(国産) 群馬

  冷)里芋 宮崎   冷)里芋 宮崎   冷)里芋 宮崎

  はくさい 茨城 済   はくさい 茨城 済   はくさい 茨城 済

  冷)豆腐1.5cm角 強化 岐阜、愛知、三重、他   冷)豆腐1.5cm角 強化 岐阜、愛知、三重、他   ねぎ 茨城 済

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

[みかんゼリー] [みかんゼリーA] [みかんゼリーB]

  温州みかんゼリー 日本、他   温州みかんゼリー 日本、他   みかんゼリー 神奈川、他

通常献立（小学校）

通常献立(中学校）



№4
　　献立と主な産地　（実績）

4月12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

[春色サラダ] [春色サラダ] [春色サラダ]

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  キャベツ 愛知   キャベツ 愛知   キャベツ 愛知

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

[ポークカレー] [ポークカレー] [ポークカレー]

  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、茨城   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

  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

  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

[お祝いデザート] [お祝いデザート] [いちごゼリー]

  お祝いいちごゼリー ポーランド、チリ、アメリカ、モロッコ、他   お祝いいちごゼリー ポーランド、チリ、アメリカ、モロッコ、他   ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾌﾚｯｼｭ アメリカ、チリ、他

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

[かにシューマイ] [ポークしゅうまい] [ポークしゅうまい]

  冷)カニ入りシュウマイ 日本   豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

  玉葱 北海道   玉葱 北海道

[チンジャオロースー] [チンジャオロースー] [チンジャオロースー]

  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)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

  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 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  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)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

[塩ワンタンスープ] [塩ワンタンスープ] [米粉ワンタンスープ]

  にんじん 青森 済   豚バラ肉スライス 宮城   豚バラ肉スライス 宮城

  もやし 宮城（富谷市）   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  焼き豚　 スペイン、デンマーク、他   もやし 宮城（富谷市）   もやし 宮城（富谷市）

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

  水煮メンマ 台湾   水煮メンマ　 台湾   水煮メンマ　 台湾

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

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

通常献立（小学校）

通常献立(中学校）


