
№1

　　献立と主な産地　（実績）

6月3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

[にら玉] [五目お焼き甘酢あんかけ] [五目お焼き甘酢あんかけ]

  にら玉 秋田、宮城、アメリカ   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本

  豚ひき肉 宮城   豚ひき肉 宮城

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

[えびといかのﾁﾘｿｰｽ炒め] [えびといかのﾁﾘｿｰｽ炒め] [豚肉と野菜ﾎﾞｰﾙのﾁﾘｿｰｽ炒め]

  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

  玉葱 北海道   玉葱 茨城、北海道 済   豚もも肉スライス 宮城

  冷)いかかのこ短冊 ペルー、チリ   冷)いかかのこ短冊 ペルー、チリ   冷)野菜ﾐｯｸｽﾎﾞｰﾙ アメリカ、日本、他

  冷)むきえび インド、東南アジア、他   冷)むきえび インド、東南アジア、他   玉葱 茨城、北海道 済

  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

[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 台湾   水煮メンマ　 台湾   水煮メンマ　 台湾

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

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

  冷)カットチンゲン菜 茨城、群馬 済   冷)カットチンゲン菜 茨城、群馬 済   冷)カットチンゲン菜 茨城、群馬 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

アレルギーA献立（中小学校） 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

中総体予備日・振替休業の為給食なし。 中総体予備日・振替休業の為給食なし。

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）

中総体予備日・振替休業の為給食なし。



№2

　　献立と主な産地　（実績）

6月4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

[鶏肉のバジル焼き] [鶏肉のバジル焼き] [豚肉のバジル焼き]

  鶏肉のバジル味付き ブラジル   鶏肉のバジル味付き ブラジル   豚肩ﾛｰｽ切り身 宮城

  冷)おろしにんにく 青森 済

[ポテトサラダ] [ポテトサラダ] [ポテトサラダ]

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

  ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) 北アメリカ、ヨーロッパ、他   玉葱 茨城 済   玉葱 茨城 済

  ポテトサラダ 日本   ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) 北アメリカ、ヨーロッパ、他   ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) 北アメリカ、ヨーロッパ、他

  冷)マッシュポテト 北海道   冷)マッシュポテト 北海道

[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 熊本   玉葱 茨城 済   玉葱 茨城 済

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

  じゃがいも 鹿児島   じゃがいも 鹿児島   じゃがいも 鹿児島

  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

  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(ﾐﾆｻｲｽﾞ) 日本

アレルギーA献立（中小学校） 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

中総体予備日・振替休業の為給食なし。 中総体予備日・振替休業の為給食なし。

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）

中総体予備日・振替休業の為給食なし。



№3

　　献立と主な産地　（実績）

6月5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

[きんぴら肉だんご] [醤油だれ肉だんご] [醤油だれ肉だんご]

  きんぴら肉だんご 日本   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城

[かみかみサラダ] [かみかみサラダ] [かみかみサラダ]

  だいこん 宮城 済   冷)コーン(国産) 北海道   冷)コーン(国産) 北海道

  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）

  ソフトさきいか 日本   切り干し大根(小袋) 宮崎   切り干し大根(小袋) 宮崎

[さつま汁] [さつま汁] [さつまいものみそ汁]

  鶏むね肉皮なし角切り 宮城   鶏むね肉皮なし角切り 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

  だいこん 宮城 済   だいこん 宮城 済   だいこん 宮城 済

  ｶｯﾄさつま芋(2cm角/皮付) 茨城 済   ｶｯﾄさつま芋(2cm角/皮付) 茨城 済   ｶｯﾄさつま芋(2cm角/皮付) 茨城 済

  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)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

[かむふりかけ] [かむふりかけ] [かむふりかけ]

  野菜と雑穀のかむふりかけ 日本、他   野菜と雑穀のかむふりかけ　 日本、他   野菜と雑穀のかむふりかけ　 日本、他

アレルギーA献立（中小学校） 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

[あじフライ] [あじフライA] [あじフライB]

  あじフライ ベトナム、タイ   あじフライ ベトナム、タイ   冷)あじ切身(ﾌｨｰﾚ) ベトナム

[きんぴらごぼう] [きんぴらごぼう] [きんぴらごぼう]

  さつま揚げ　 ベトナム、中国、他   冷)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ   冷)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ

  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 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

[きのこのすまし汁] [きのこのすまし汁A] [きのこのすまし汁B]

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

  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

  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)豆腐1.5cm強化 岐阜、愛知、三重、他   冷)豆腐1.5cm強化 岐阜、愛知、三重、他   冷)なるとｽﾗｲｽ(乳卵不) アメリカ

  刻み麩　 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本   刻み麩　 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本   米粉ワンタン(小袋) 宮城、北海道

  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）

6月6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

[えびしゅうまい] [えびしゅうまい] [ポークしゅうまい]

   冷)えびしゅうまい インドネシア、ベトナム、日本、他    冷)えびしゅうまい インドネシア、ベトナム、日本、他   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

  玉葱 北海道

[春雨サラダ] [春雨サラダ] [春雨サラダ]

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済

  キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済

  ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) 北アメリカ、ヨーロッパ、他   にんじん 茨城、千葉、徳島 予   にんじん 千葉 済

  冷)ﾊﾟﾗｯと錦糸たまご 秋田   ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) 北アメリカ、ヨーロッパ、他   ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) 北アメリカ、ヨーロッパ、他

  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

[わかめスープ] [わかめスープA] [わかめスープB]

  玉葱 熊本   玉葱 北海道   玉葱 北海道

  たけのこ水煮(千切り) 熊本、他   たけのこ水煮(千切り) 熊本、他   たけのこ水煮(千切り) 熊本、他

  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

  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   冷)なるとｽﾗｲｽ(乳卵不) アメリカ

  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

アレルギーA献立（中小学校） 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

[そぼろ丼の具] [そぼろ丼の具A] [そぼろ丼の具B]

  鶏モモ 皮なし 粗挽き肉 岩手   鶏モモ 皮なし 粗挽き肉 岩手   豚もも肉(挽肉) 宮城

  豚モモ肉(挽肉) 宮城   豚モモ肉(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   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、佐賀   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   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

  冷)炒り卵(Fe･Ca･繊維) 秋田

[ひじきの炒り煮] [ひじきと大豆の炒り煮] [ひじきとひよこ豆の炒り煮]

  さつま揚げ　 ベトナム、中国、他   冷)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ   冷)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

  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

  乾燥芽ひじき 熊本、愛媛   乾燥芽ひじき 熊本、愛媛   乾燥芽ひじき 熊本、愛媛

  冷)大豆 宮城 済   冷)大豆 宮城 済   冷)ひよこ豆 アメリカ、イタリア、カナダ、他

  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)カットいんげん アメリカ

[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 宮城 済   だいこん 宮城 済   だいこん 宮城 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 宮城 済   はくさい 宮城 済   はくさい 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   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）



№5

　　献立と主な産地　（実績）

6月7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

[さばの和風カレー煮] [さばの和風カレー煮] [さわらの和風カレー煮]

  冷)さば和風カレー煮 ノルウェー   冷)さば和風カレー煮 ノルウェー   冷)さわら切身 韓国

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

[笹かま入りおひたし] [笹かま入りおひたし] [笹かま入りおひたし]

  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 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(卵不使用) アメリカ   ﾁﾙﾄﾞ)笹かま乳卵無 アメリカ   ﾁﾙﾄﾞ)笹かま乳卵無 アメリカ

[白玉汁] [白玉汁A] [白玉汁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

  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

  だいこん 宮城 済   だいこん 宮城 済   だいこん 宮城 済

  冷)白玉もち(加熱用) タイ   冷)白玉もち(加熱用)　 タイ   冷)白玉もち(加熱用)　 タイ

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

[果物ゼリー] [果物ゼリー] [ライチゼリー]

   冷）果物ゼリー　 チリ、南アフリカ、イスラエル、他    冷）果物ゼリー　 チリ、南アフリカ、イスラエル、他   冷）ライチゼリー 台湾

通常献立（中学校） アレルギーA献立（中小学校） 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

[しそぎょうざ] [揚げぎょうざ] [揚げぎょうざ]

  しそぎょうざ 日本   豚もも肉(挽肉) 宮城   豚もも肉(挽肉) 宮城

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本   干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 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

[舞茸のｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒め] [舞茸のｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒めA] [舞茸のｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒め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

  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

  ﾁﾙﾄﾞ)赤ﾋﾟｰﾏﾝ(種無ﾊｰﾌｶｯﾄ) 茨城 済   ﾁﾙﾄﾞ)赤ﾋﾟｰﾏﾝ(種無ﾊｰﾌｶｯﾄ) 茨城 済   ﾁﾙﾄﾞ)赤ﾋﾟｰﾏﾝ(種無ﾊｰﾌｶｯﾄ) 茨城 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

  まいたけ　バラ 長野   まいたけ　バラ 長野   まいたけ　バラ 長野

  冷)むき枝豆 インドネシア   冷)むき枝豆 インドネシア   冷)グリンピース アメリカ

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

  ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) 北アメリカ、ヨーロッパ、他   ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) 北アメリカ、ヨーロッパ、他   ﾛｰｽﾊﾑ千切り(乳卵不) 北アメリカ、ヨーロッパ、他

  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 日本   冷)カットチンゲン菜 茨城 済   冷)カットチンゲン菜 茨城 済

  冷)カットチンゲン菜 茨城 済

通常献立（小学校）


