
№1

　　献立と主な産地　（実績）

6月10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

[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（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

[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 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 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（小学校）



№2
　　献立と主な産地　（実績）

6月11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

[鶏肉のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｿｰｽかけ] [鶏肉のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｿｰｽかけ] [豚肉のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｿｰｽかけ]

  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

  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

  冷)ｿﾃｰﾄﾞｵﾆｵﾝ(ﾀﾞｲｽ) 日本   玉葱 佐賀   玉葱 佐賀

  アップルピューレ　 青森

[カラフルサラダ] [カラフルサラダ] [カラフルサラダ]

  冷)国産ブロッコリー 九州   冷)国産ブロッコリー 九州   冷)国産ブロッコリー 九州

  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) 茨城 済   ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 茨城 済   ﾁﾙﾄﾞ)赤パプリカ(種無ﾊｰﾌ) 茨城 済

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

  玉葱 佐賀   玉葱 佐賀

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

[ポトフ] [ポトフ] [ポトフ]

  玉葱 熊本   玉葱 佐賀   玉葱 佐賀

  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 鹿児島   じゃがいも 鹿児島   じゃがいも 鹿児島

  キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済

  ﾁﾙﾄﾞ)ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ斜めｽﾗｲｽ 日本、メキシコ、他   冷)ウインナー(ｱﾚ用) アメリカ、カナダ、日本、他   冷)ウインナー(ｱﾚ用) アメリカ、カナダ、日本、他

  だいこん 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

[宮城県産いちごジャム] [宮城県産いちごジャム] [宮城県産いちごジャム]

 宮城県産いちごジャム 宮城  宮城県産いちごジャム 宮城  宮城県産いちごジャム 宮城

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

[アンサンブルエッグ] [ハム入りお焼き] [ハム入りお焼き]

  アンサンブルエッグ 秋田、長野、北海道   卵料理の素(ｱﾚ用) 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   ロースハム(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) アメリカ、カナダ、チリ

[鶏肉と大豆のトマト煮] [鶏肉と大豆のトマト煮] [豚肉とひよこ豆のトマト煮]

  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 熊本   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   豚もも肉スライス 宮城

  鶏もも肉皮なし角切り 岩手   冷)大豆 宮城   冷)ひよこ豆 アメリカ、カナダ、イタリア、他

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

  冷)むき枝豆 インドネシア

[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 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

  玉葱 熊本   玉葱 佐賀   玉葱 佐賀

  だいこん 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

  セロリー 山形 済   セロリー 山形 済   セロリー 山形 済

  キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済

通常献立（小学校）



№3

　　献立と主な産地　（実績）

6月12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

[フルーツのヨーグルトあえ] [白玉入フルーツポンチA] [白玉入フルーツポンチB]

  りんご ｼﾛｯﾌﾟ漬ﾀﾞｲｽ 青森   りんご ｼﾛｯﾌﾟ漬ﾀﾞｲｽ 青森   みかん缶(2号缶) 和歌山、大阪、徳島

  缶みかん(1斗缶) 愛知、和歌山、静岡   みかん缶(2号缶) 和歌山、大阪、徳島   パイン缶(3号缶)　 タイ

  缶パイン(1斗缶) タイ   パイン缶(3号缶)　 タイ   冷)白玉もち(自然解凍)　 熊本

  岩泉ヨーグルト（加糖） 岩手   冷)白玉もち(自然解凍)　 熊本

[ハヤシシチュー] [ハヤシシチュー] [ハヤシシチュー]

  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

  玉葱 熊本   玉葱 佐賀、茨城 済   玉葱 佐賀、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

  ﾏｯｼｭﾙｰﾑ水煮（ｽﾗｲｽ） インドネシア   ﾏｯｼｭﾙｰﾑ水煮（ｽﾗｲｽ） インドネシア   ﾏｯｼｭﾙｰﾑ水煮（ｽﾗｲｽ） インドネシア

  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

  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

[春巻き] [春巻きA] [春巻きB]

  冷)国産具材の中華春巻 日本   冷)国産具材の中華春巻 日本   豚もも肉(挽肉) 宮城

  キャベツ 千葉 済

  にら 宮城 済

  にんじん 茨城 済

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

[チンジャオロース] [チンジャオロース] [チンジャオロース]

  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 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

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

  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

[ごまもやし汁] [もやしとメンマのみそスープ] [もやしとメンマのみそスープ]

  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 熊本   玉葱 佐賀、茨城 済   玉葱 佐賀、茨城 済

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 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）

  水煮メンマ 台湾   水煮メンマ 台湾   水煮メンマ 台湾

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

通常献立（小学校）



№4

　　献立と主な産地　（実績）

6月13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

[ソース焼きそば] [ソース焼きそば] [きびめんのソース焼きそば]

  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

  玉葱 熊本   玉葱 佐賀   玉葱 佐賀

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 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）

  キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済   キャベツ 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   ﾁﾙﾄﾞ)青ﾋﾟｰﾏﾝ(種無ﾊｰﾌｶｯﾄ) 茨城 済

  冷)焼きそば麺(ｿｰｽ味) オーストラリア、日本、他   冷)焼きそば麺(ｿｰｽ味)　 オーストラリア、日本、他   きびめん　 中国、タイ

[ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとｺｰﾝのサラダ] [ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとｺｰﾝのサラダ] [ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとｺｰﾝのサラダ]

  冷)国産ブロッコリー 九州   冷)国産ブロッコリー 九州   冷)国産ブロッコリー 九州

  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

[中華野菜スープ] [中華野菜スープ] [中華野菜スープ]

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

  春雨(5cmｶｯﾄ) 北海道   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

  焼き豚　 スペイン、デンマーク、他   春雨(5cmｶｯﾄ) 北海道   春雨(5cmｶｯﾄ) 北海道

  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

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

[ヨーグルト] [はちみつレモンゼリー] [はちみつレモンゼリー]

  ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ｿﾌｰﾙ) 北海道   はちみつレモンゼリー イタリア、アルゼンチン、他   はちみつレモンゼリー イタリア、アルゼンチン、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

[なすとトマトのグラタン] [なすのミートグラタン] [なすのミートグラタン]

  グラタン（ナストマト） タイ、オランダ、ドイツ、ベルギー、イタリア、他   豚ひき肉 宮城   豚ひき肉 宮城

  玉葱 佐賀   玉葱 佐賀

  なす 宮城 済   なす 宮城 済

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

[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） アメリカ、日本、他   冷)ウインナー(ｱﾚ用) アメリカ、カナダ、日本、他   冷)ウインナー(ｱﾚ用) アメリカ、カナダ、日本、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)カットいんげん アメリカ

[キャベツのクリｰムスｰプ] [キャベツのクリームスープA] [キャベツのクリームスープB]

  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 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

  玉葱 熊本   玉葱 佐賀   玉葱 佐賀

  じゃがいも 鹿児島   じゃがいも 鹿児島   じゃがいも 鹿児島

  キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済

  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

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14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

[春巻き] [春巻きA] [春巻きB]

  冷)国産具材の中華春巻 日本   冷)国産具材の中華春巻 日本   豚もも肉(挽肉) 宮城

  キャベツ 千葉 済

  にら 宮城 済

  にんじん 茨城 済

  干し椎茸(ｽﾗｲｽ) 日本

[チンジャオロース] [チンジャオロース] [チンジャオロース]

  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 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

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

  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

[ごまもやし汁] [もやしとメンマのみそスープ] [もやしとメンマのみそスープ]

  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 熊本   玉葱 佐賀   玉葱 佐賀

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 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）

  水煮メンマ 台湾   水煮メンマ　 台湾   水煮メンマ　 台湾

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 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

[フルーツのヨーグルトあえ] [白玉入フルーツポンチA] [白玉入フルーツポンチB]

  りんご ｼﾛｯﾌﾟ漬ﾀﾞｲｽ 青森   りんご ｼﾛｯﾌﾟ漬ﾀﾞｲｽ 青森   みかん缶(2号缶) 和歌山、大阪、徳島

  缶みかん(1斗缶) 愛知、和歌山、静岡   みかん缶(2号缶) 和歌山、大阪、徳島   パイン缶(3号缶)　 タイ

  缶パイン(1斗缶) タイ   パイン缶(3号缶)　 タイ   冷)白玉もち(自然解凍)　 熊本

  岩泉ヨーグルト（加糖） 岩手   冷)白玉もち(自然解凍)　 熊本

[ハヤシシチュー] [ハヤシシチュー] [ハヤシシチュー]

  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

  玉葱 熊本   玉葱 佐賀   玉葱 佐賀

  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

  ﾏｯｼｭﾙｰﾑ水煮（ｽﾗｲｽ） インドネシア   ﾏｯｼｭﾙｰﾑ水煮（ｽﾗｲｽ） インドネシア   ﾏｯｼｭﾙｰﾑ水煮（ｽﾗｲｽ） インドネシア

  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

  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（小学校）

通常献立（中学校）


