
№1　　献立と主な産地　（実績）

6月17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

[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（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

[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 宮城（富谷市）、佐賀 済   玉葱 宮城（富谷市）、佐賀 済

  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 青森 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 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 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

通常献立（小学校）



№2　　献立と主な産地　（実績）

6月18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

[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 宮城（富谷市） 済   玉葱 宮城（富谷市） 済

  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 済   冷)ひよこ豆 アメリカ、カナダ、イタリア、他

  冷)大豆 宮城 済   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 宮城（富谷市） 済   玉葱 宮城（富谷市） 済

  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 長野   セロリー 長野   セロリー 長野

  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（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

[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 宮城（富谷市） 済   玉葱 宮城（富谷市） 済

  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 宮城（富谷市） 済   玉葱 宮城（富谷市） 済

  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 宮城（富谷市） 済   玉葱 宮城（富谷市） 済

  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（小学校）



№3　　献立と主な産地　（実績）

6月19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

[まぐろのアーモンド揚げ] [まぐろの甘辛タレがらめA] [まぐろの甘辛タレがらめB]

  まぐろ竜田揚げ 1.5㎝角切 インドネシア、三陸   まぐろ竜田揚げ 1.5㎝角切　 インドネシア、三陸   まぐろ　角切り インドネシア

  ダイスアーモンド アメリカ   冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

[海藻サラダ] [海藻サラダ] [海藻サラダ]

  海藻ミックス  三陸、熊本、東京、北海道、青森   海藻ミックス 三陸、熊本、東京、北海道、青森   海藻ミックス 三陸、熊本、東京、北海道、青森

  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 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済

[だまこ汁] [だまこ汁A] [だまこ汁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

  だいこん 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

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

  ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野

  糸みつば 宮城 済   糸みつば 宮城 済   糸みつば 宮城 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

  冷)だまこもち 秋田   冷)だまこもち 秋田   冷)だまこもち 秋田

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）

地区陸上記録会のため給食なし。 地区陸上記録会のため給食なし。 地区陸上記録会のため給食なし。



№4　　献立と主な産地　（実績）

6月20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 秋田   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本   卵料理の素(ｱﾚ用) 日本

[梅おかかあえ] [梅おかかあえ] [梅おかかあえ]

  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 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済

  焼き竹輪(卵使用)　 インド、アメリカ、ベトナム、他   冷)ちくわ(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) 北海道、アメリカ   冷)ちくわ(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) 北海道、アメリカ

  かつお糸削り節 日本   糸削り節 日本   糸削り節 日本

[じゃがいものみそ汁] [じゃがいものみそ汁A] [じゃがいものみそ汁B]

  じゃがいも 鹿児島   じゃがいも 鹿児島   じゃがいも 鹿児島

  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)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ

  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)カットほうれん草 九州

  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   ねぎ 茨城 済

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

[納豆] [納豆] [味付けのり]

  納豆ﾀﾚ付(県産大豆) 宮城   納豆ﾀﾚ付(県産大豆) 宮城 　宮城県産味付けのり　 宮城

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

[ホキごま味噌焼き] [ホキの香味焼き] [ホキの香味焼き]

  ホキごま味噌焼き ニュージーランド   冷）ホキ切り身 ニュージーランド   冷）ホキ切り身 ニュージーランド

  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

[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 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済

  玉葱 茨城 済   玉葱 宮城（富谷市） 済   玉葱 宮城（富谷市） 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

  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

[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 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

  にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 済   にんじん 千葉 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 　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）



№5　　献立と主な産地　（実績）

6月21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

[ホキごま味噌焼き] [ホキの香味焼き] [ホキの香味焼き]

  ホキごま味噌焼き ニュージーランド   冷）ホキ切り身 ニュージーランド   冷）ホキ切り身 ニュージーランド

  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

[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 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済

  玉葱 茨城 済   玉葱 宮城（富谷市） 済   玉葱 宮城（富谷市） 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

  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

[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 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 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   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

[厚焼き卵] [卵焼き風お焼き] [卵焼き風お焼き]

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

[梅おかかあえ] [梅おかかあえ] [梅おかかあえ]

  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 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済

  焼き竹輪(卵使用)　 インド、アメリカ、ベトナム、他   冷)ちくわ(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) 北海道、アメリカ   冷)ちくわ(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) 北海道、アメリカ

  かつお糸削り節 日本   糸削り節 日本   糸削り節 日本

[じゃがいものみそ汁] [じゃがいものみそ汁A] [じゃがいものみそ汁B]

  じゃがいも 鹿児島   じゃがいも 鹿児島   じゃがいも 鹿児島

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 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

  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)カットほうれん草 九州

  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   ねぎ 茨城 済

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

[納豆] [納豆] [味付けのり]

  納豆ﾀﾚ付(県産大豆)40g 宮城   納豆ﾀﾚ付(県産大豆) 宮城 　宮城県産味付けのり　 宮城

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）


