
№1

　　献立と主な産地　（実績）

5月13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

[さんまのみぞれ煮] [さんまのおろし煮] [さんまのみぞれ煮]

  冷)さんまみぞれ煮 三陸   冷)さんまみぞれ煮 三陸   冷)さんま塩焼BP 三陸

  だいこん 千葉 済

[ブロッコリーのごま酢和え] [ブロッコリーおかか和え] [ブロッコリーおかか和え]

  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

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済

  まぐろフレーク　 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

  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 徳島   にんじん 徳島   にんじん 徳島

  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(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 岐阜、愛知、三重、他   冷)豆腐1.5cm角 岐阜、愛知、三重、他   ねぎ 埼玉 済

  ねぎ 埼玉 済   ねぎ 埼玉 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

[ほっけの塩焼き] [ほっけの塩焼き] [ほっけの塩焼き]

  ﾁﾙﾄﾞ)ほっけ切身一塩 アラスカ   ﾁﾙﾄﾞ)ほっけ切身一塩 アラスカ   ﾁﾙﾄﾞ)ほっけ切身一塩 アラスカ

[おから炒り] [卯の花炒り] [ごぼうと豚肉の炒り煮]

  鶏むね肉皮なし挽肉 宮城   鶏むね肉皮なし挽肉 宮城   豚もも肉スライス 宮城

  ねぎ 埼玉 済   ねぎ 埼玉 済   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   にんじん 徳島

  にんじん 徳島   にんじん 徳島   つきこんにゃく 群馬

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

  おから アメリカ   おから アメリカ

[キャベツのみそ汁] [キャベツのみそ汁A] [キャベツのみそ汁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 徳島   にんじん 徳島   にんじん 徳島

  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

  キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済

  ねぎ 埼玉 済   ねぎ 埼玉 済   ねぎ 埼玉 済

[アセロラゼリー(FiFe)] [アセロラゼリーＡ] [アセロラゼリーB]

  アセロラゼリー(Fi＆Fe) ブラジル、ベトナム、他   アセロラゼリー(Fi＆Fe) ブラジル、ベトナム、他   アセロラゼリー(C100) ブラジル、ベトナム、他

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№2

　　献立と主な産地　（実績）

5月14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

[オムレツ] [オムレツ風お焼き] [オムレツ風お焼き]

  冷)プレーンオムレツ 秋田   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本

[富谷市産ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽｻﾗﾀﾞ] [富谷市産ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽｻﾗﾀﾞ] [富谷市産ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽｻﾗﾀﾞ]

  アスパラガス 宮城（富谷市） 済   アスパラガス 宮城（富谷市） 済   アスパラガス 宮城（富谷市） 済

  アスパラガス 青森 済   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

[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   豚もも肉スライス 宮城

  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 佐賀   玉葱 佐賀

  じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道   じゃがいも 北海道

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

[ハンバーグ] [バーガーパティＡ] [ハンバーガーパティＢ]

  冷)バーガーパティ 日本   冷)バーガーパティ 日本   豚もも肉(挽肉) 宮城

  玉葱 佐賀

[コーンソテー] [コーンソテーA] [コーンソテーB]

  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

  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)ひよこ豆 アメリカ、カナダ、イタリア、他

  冷)グリンピース アメリカ

[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　 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

  玉葱 北海道   玉葱 佐賀   玉葱 佐賀

  にんじん 徳島   にんじん 徳島   にんじん 徳島

  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 トルコ   トマトペースト缶 トルコ   トマトペースト缶 トルコ

  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 カナダ、アメリカ

通常献立（小学校）



№3

　　献立と主な産地　（実績）

5月15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

[ちくわの磯辺揚げ] [ちくわの磯辺揚げ] [ちくわの天ぷら]

  冷)ちくわ磯辺天ぷら アメリカ、インド、他   冷)ちくわ磯辺天ぷら アメリカ、インド、他   冷)ちくわ(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) 北海道、アメリカ

[絹揚げのみそ炒め] [絹揚げのみそ炒め] [さといもと豚肉のみそ炒め]

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

  豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 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 徳島   にんじん 徳島   にんじん 徳島

  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

  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

  冷)ミニ絹厚揚げ　 アメリカ、カナダ、日本、他   冷)ミニ絹厚揚げ　 アメリカ、カナダ、日本、他   冷)里芋 宮崎

[ゆばのすまし汁] [ゆばのすまし汁] [なるとのすまし汁]

  冷)カット湯葉 カナダ、アメリカ   冷)カット湯葉 カナダ、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   冷)なるとｽﾗｲｽ(乳卵不) アメリカ   米粉ワンタン 宮城、北海道

  だいこん 千葉 済   だいこん 千葉 済   だいこん 千葉 済

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

  刻み麩　 カナダ、アメリカ、オーストラリア、日本   刻み麩　 カナダ、アメリカ、オーストラリア、日本

[納豆] [納豆] [ツナそぼろ]

  カップ入り納豆(ﾀﾚ付) 宮城（角田市）   カップ入り納豆(ﾀﾚ付) 宮城（角田市）   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

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

[ビビンバ(肉炒め)] [ビビンバ(肉炒め)] [ビビンバ(肉炒め)]

  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

  豚バラ肉スライス 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、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

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

[ビビンバ(ナムル)] [ビビンバ(ナムル)] [ビビンバ(ナムル)]

  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 徳島   にんじん 徳島   にんじん 徳島

  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

  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] [わかめワンタンスープ]

  玉葱 北海道   玉葱 佐賀   玉葱 佐賀

  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   米粉ワンタン 宮城、北海道

  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 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）



№4

　　献立と主な産地　（実績）

5月16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

[鶏肉の照焼き] [鶏肉の照焼き] [豚肉の照焼き]

  冷)照焼チキン ブラジル   冷)照焼チキン ブラジル   豚肩ロース切り身 宮城

[ラタトゥイユ] [ラタトゥイユA] [ラタトゥイユ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 佐賀   玉葱 佐賀

  冷)ｿﾃｰﾄﾞｵﾆｵﾝ(ﾀﾞｲｽ) 日本   鶏もも肉皮なし角切り 岩手   豚バラ肉スライス 宮城

  鶏もも肉皮なし角切り 岩手   冷)グリル野菜ミックス スペイン   冷)グリル野菜ミックス スペイン

  冷)グリル野菜ミックス スペイン   ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄ缶 イタリア   ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄ缶 イタリア

  ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄ缶 イタリア   トマトペースト缶 トルコ   トマトペースト缶 トルコ

  トマトペースト缶 トルコ   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

[ポトフ] [ポトフ] [ポトフ]

  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 徳島   にんじん 徳島   にんじん 徳島

  だいこん 千葉 済   だいこん 千葉 済   だいこん 千葉 済

  玉葱 北海道   玉葱 佐賀   玉葱 佐賀

  ｽﾗｲｽｳｲﾝﾅｰ(斜め切り) アメリカ、日本、他   冷)ｳｲﾝﾅｰ(乳卵不) 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

  冷)ブロッコリー茎ﾀﾞｲｽｶｯﾄ エクアドル   冷)ブロッコリー茎ﾀﾞｲｽｶｯﾄ エクアドル   冷)ブロッコリー茎ﾀﾞｲｽｶｯﾄ エクアドル

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)春巻き 日本   冷)春巻き 日本   豚もも肉(挽肉) 宮城

  キャベツ 茨城 済

  にら 高知

  にんじん 徳島

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

[きゅうりとメンマの中華和え] [きゅうりとメンマの中華和え] [きゅうりと切干し大根の中華和え]

  味付けメンマ　 台湾   味付けメンマ　 台湾   きゅうり 宮城 済

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 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）   切干し大根 愛知

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷）ちくわ（アレ用） 北海道、アメリカ

  冷)おろしにんにく 青森 済

[みそラーメン] [みそラーメン] [みそ米粉ラーメン]

  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

  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

  にんじん 徳島   豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城

  冷)コーン 北海道   にんじん 徳島   にんじん 徳島

  もやし 宮城（富谷市）   冷)コーン 北海道   冷)コーン 北海道

  はくさい 茨城 済   もやし 宮城（富谷市）   もやし 宮城（富谷市）

  冷)ちゃんぽんめん 九州   はくさい 茨城 済   はくさい 茨城 済

  ねぎ 茨城 済   冷)ちゃんぽんめん 九州   米粉めん 宮城、北海道

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№5

　　献立と主な産地　（実績）

5月17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

[みそそぼろ] [みそそぼろA] [みそそぼろ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

  鶏もも肉(挽肉) 岩手   鶏もも肉(挽肉) 岩手   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

[ほうれん草のおひたし] [ほうれん草のおひたし] [ほうれん草のおひたし]

  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）

  笹かまぼこ(卵使用) アメリカ、インド、マレーシア、他   笹かまぼこ(卵不使用) アメリカ   笹かまぼこ(卵不使用) アメリカ

  かつお糸削り節 日本   かつお糸削り節 日本   かつお糸削り節 日本

[若竹汁] [若竹汁A] [若竹汁B]

  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

  ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野

  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

  糸みつば 茨城 済   糸みつば 茨城 済   糸みつば 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

[ヨーグルト] [グレープフルーツゼリー] [グレープフルーツゼリー]

  ソフール(ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ)　 北海道   ﾋﾟﾝｸｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｾﾞﾘｰ アメリカ、他   ﾋﾟﾝｸｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｾﾞﾘｰ アメリカ、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

[あじのスタミナ焼き] [あじのスタミナ焼きA] [あじのスタミナ焼きＢ]　

  ﾁﾙﾄﾞ）あじ切身(スタミナ) ニュージーランド   ﾁﾙﾄﾞ）あじ切身(スタミナ) ニュージーランド   ﾁﾙﾄﾞ)あじ切り身 ベトナム

  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

[野菜とがんもの煮物] [野菜とがんもの煮物] [野菜とかまぼこの煮物]

  ごぼう(乱切り) 青森 済   ごぼう(乱切り) 青森 済   豚もも肉スライス 宮城

  にんじん 徳島   にんじん 徳島   ごぼう(乱切り) 青森 済

  たけのこ水煮乱切り 熊本、他   たけのこ水煮乱切り 熊本、他   にんじん 徳島

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   たけのこ水煮乱切り 熊本、他

  冷)ミニがんも 北アメリカ   冷)ミニがんも 北アメリカ   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

  冷)カットいんげん アメリカ   冷)カットいんげん アメリカ   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 アメリカ

[豆腐のみそ汁] [豆腐のみそ汁] [じゃがいものみそ汁]

  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)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 徳島

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   ほぐししめじ 長野

  ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野   ねぎ 茨城 済

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   乾)カットわかめ 宮城

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）


