
№1
　　献立と主な産地　（実績）

7月1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

[南蛮風チキン] [南蛮風チキン] [南蛮風ポーク]

  冷)南蛮風チキン ブラジル   冷)南蛮風チキン ブラジル   豚肩ﾛｰｽ切り身 宮城

  ねぎ

[ｷｬﾍﾞﾂとｺｰﾝの和風ｻﾗﾀﾞ] [ｷｬﾍﾞﾂとｺｰﾝの和風ｻﾗﾀﾞ] [ｷｬﾍﾞﾂとｺｰﾝの和風ｻﾗﾀﾞ]

  キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城

  きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城 済   きゅうり 宮城

  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

  ふえる昆布 宮城   ふえる昆布 宮城   ふえる昆布 宮城

  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

[かき卵汁] [豆腐のすまし汁] [マロニーのすまし汁]

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城

  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

  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   ショートマロニー 北海道

  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)凍結全卵 日本   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

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城

[冷凍黄桃] [冷凍黄桃] [グレープフルーツ]

  冷凍黄桃 南アフリカ   冷凍黄桃 南アフリカ   グレープフルーツ　 南アフリカ

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

[赤魚の生姜焼き] [赤魚の生姜焼きＡ] [赤魚の生姜焼きB]

  赤魚生姜醤油味付 アメリカ   赤魚生姜醤油味付 アメリカ   冷)赤魚切身 アメリカ

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

[五目きんぴら] [五目きんぴら] [五目きんぴら]

  さつま揚げ　 ベトナム、中国   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

  にんじん 茨城 済   にんじん 茨城 済   にんじん 茨城

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

  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

[なすのみそ汁] [なすのみそ汁Ａ] [なすのみそ汁Ｂ]

  だいこん 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森

  油揚げ　 カナダ   油揚げ　 カナダ   にんじん カナダ

  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)ちくわ(ｱﾚﾙｷﾞｰ用) 北海道、アメリカ

  なす 宮城 済   なす 宮城 済   なす 宮城

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）
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№3
　　献立と主な産地　（実績）

7月2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・中学校） アレルギーB献立（小・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・中学校）

地区教研の為、給食なし。 地区教研の為、給食なし。 地区教研の為、給食なし。



№4
　　献立と主な産地　（実績）

7月3日(水) ※　次回の実績報告までは、予定の産地があります。※　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

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

[絹揚げとじゃこのﾁｬﾝﾌﾟﾙｰ] [絹揚げとじゃこのﾁｬﾝﾌﾟﾙｰ] [里芋のﾁｬﾝﾌﾟﾙｰ]

  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

  ほぐししめじ 長野   ほぐししめじ 長野、新潟   ほぐししめじ 長野、新潟

  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

  冷)揚げちりめん インドネシア   冷)揚げちりめん インドネシア   冷）カットにら 長崎

  冷)カットにら 長崎   冷)カットにら 長崎

[大根のみそ汁] [大根のみそ汁Ａ] [大根のみそ汁Ｂ]

  玉葱 茨城 済   玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 済

  だいこん 青森 済   だいこん 青森 済   だいこん 青森 済

  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   冷)ｽﾗｲｽさつま揚げ　 インド、アメリカ、他

  ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済   ねぎ 茨城 済

[プルーンヨーグルト] [はちみつレモンゼリー] [はちみつレモンゼリー]

  1日分の鉄分ヨーグルト 日本、チリ、他   はちみつレモンゼリー イタリア、アルゼンチン   はちみつレモンゼリー イタリア、アルゼンチン

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

[バンバンジーサラダ] [バンバンジーサラダ] [ツナサラダ]

  鶏ささみ水煮ﾌﾚｰｸ　 日本   鶏ささみ水煮ﾌﾚｰｸ　 日本   まぐろﾌﾚｰｸ缶詰 中西部太平洋

  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）

  冷)おろしにんにく 青森 済   冷)おろしにんにく 青森 済

[マーボーライス] [マーボーライスA] [マーボーライス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

  ねぎ 茨城 済   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   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

  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

  たけのこ水煮短冊切り 熊本、他   たけのこ水煮短冊切り 熊本、他   たけのこ水煮短冊切り 熊本、他

  冷)豆腐(2cm角) 岐阜、愛知、三重、他   冷)豆腐(2cm角)　 岐阜、愛知、三重、他   ショートマロニー 北海道

  冷)カットにら 長崎   冷）カットにら 長崎   冷）カットにら 長崎

[冷凍マンゴー] [冷凍マンゴー] [冷凍マンゴー]

  冷凍マンゴー フィリピン   冷凍マンゴー フィリピン   冷凍マンゴー フィリピン

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№5
　　献立と主な産地　（実績）

7月4日(木) ※　次回の実績報告までは、予定の産地があります。※　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

[チリコンカン] [チリコンカン] [チリコンカン]

  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

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

  冷)にんじん10mmﾀﾞｲｽｶｯﾄ 北海道、茨城、長崎、鹿児島   冷)にんじん10mmﾀﾞｲｽｶｯﾄ 北海道、茨城、長崎、鹿児島   冷)にんじん10mmﾀﾞｲｽｶｯﾄ 北海道、茨城、長崎、鹿児島

  ひよこ豆(ﾄﾞﾗｲﾊﾟｯｸ) アメリカ   ひよこ豆(ﾄﾞﾗｲﾊﾟｯｸ) アメリカ   ひよこ豆(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   レンズ豆　ﾄﾞﾗｲﾊﾟｯｸ アメリカ

  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

[ごぼうサラダ] [ごぼうサラダ] [ごぼうサラダ]

  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 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 済

  ごぼう(ｻﾗﾀﾞ用せん切り) 群馬 済   ごぼう(ｻﾗﾀﾞ用せん切り) 群馬 済   ごぼう(ｻﾗﾀﾞ用せん切り) 群馬 済

  冷）糸かまぼこ アメリカ、他   冷）糸かまぼこ アメリカ、他   冷）糸かまぼこ アメリカ、他

[ラビオリスープ] [ラビオリスープ] [米粉ワンタンスープ]

  玉葱 茨城 済   玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 済

  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 茨城 済   キャベツ 茨城 済   キャベツ 茨城 済

  冷)ラビオリ アメリカ、日本   冷)ラビオリ アメリカ、日本   米粉ワンタン(小袋) 宮城、北海道

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

[えびカツ] [えびカツ] [ツナメンチカツ]

　えびカツ アジア、アメリカ、カナダ、日本、他 　えびカツ アジア、アメリカ、カナダ、日本、他   豚もも肉(挽肉) 宮城

  まぐろﾌﾚｰｸ缶詰 中西部太平洋

  玉葱 栃木 済

  冷)おろし生姜 宮崎、鹿児島、高知、熊本、茨城

[きのこのガーリックソテー] [きのこのｶﾞｰﾘｯｸｿﾃｰ] [きのこのｶﾞｰﾘｯｸｿﾃｰ]

  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 茨城 済   玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 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

  ﾁﾙﾄﾞ)ｴﾘﾝｷﾞ短冊切り 長野   ﾁﾙﾄﾞ)ｴﾘﾝｷﾞ短冊切り 長野   ﾁﾙﾄﾞ)ｴﾘﾝｷﾞ短冊切り 長野

  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)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

[カレーうどん] [カレーうどん] [カレー米粉めん]

  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 茨城 済   玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 済

  たけのこ水煮短冊切り 熊本、他   たけのこ水煮短冊切り 熊本、他   たけのこ水煮短冊切り 熊本、他

  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

  冷凍うどん アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本   冷凍うどん アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本   米粉めん 宮城、北海道

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）



№6
　　献立と主な産地　（実績）

7月5日(金) ※　次回の実績報告までは、予定の産地があります。※　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

[夏野菜カレー] [夏野菜カレー] [夏野菜カレー]

  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

  玉葱 茨城 済   玉葱 栃木 済   玉葱 栃木 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

  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

  冷)カットかぼちゃ(1.5cm) 北海道   冷)カットかぼちゃ(1.5cm) 北海道   冷)カットかぼちゃ(1.5cm) 北海道

  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

  冷)ｿﾃｰﾄﾞｵﾆｵﾝ(ﾀﾞｲｽ) 日本

  アップルピューレ　 青森

[富谷市ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ和え] [富谷市産ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ入りﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ] [富谷市産ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ入りﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ]

  缶みかん(1斗缶) 愛知、和歌山、静岡   冷)ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(ぶどう)  長野   冷)ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(ぶどう)  長野

  缶パイン(1斗缶) タイ   みかん缶(2号缶) 和歌山、大阪、徳島   みかん缶(2号缶) 和歌山、大阪、徳島

  ブルーベリー 宮城（富谷市） 済   パイン缶(3号缶)　 タイ   パイン缶(3号缶)　 タイ

  ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ 宮城   ブルーベリー 宮城（富谷市） 済   ブルーベリー 宮城（富谷市） 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

[星のハンバーグ] [星のハンバーグA] [星のハンバーグB]

  星型ハンバーグ 日本   星型ハンバーグ 日本   豚もも肉(挽肉) 宮城

  玉葱 栃木 済

[れんこん炒め] [れんこん炒めＡ] [れんこん炒めＢ]

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

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

  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

[七夕うーめん汁] [七夕うーめん汁] [七夕米粉めん汁]

  にんじん 青森 済   にんじん 青森 済   にんじん 青森 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)カットオクラ インドネシア   冷)カットオクラ インドネシア   冷)カットオクラ インドネシア

  白石温麺 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本   白石温麺 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本   米粉めん 宮城、北海道

  星型なると ｽﾗｲｽ 北海道、タイ   星型なると ｽﾗｲｽ 北海道、タイ   星型なると ｽﾗｲｽ 北海道、タイ

  星麩 アメリカ、カナダ   星麩 アメリカ、カナダ

[七夕ゼリー] [七夕ゼリー] [七夕ゼリー]

  七夕ゼリー2019 日本、カナダ   七夕ゼリー2019 日本、カナダ   七夕ゼリー2019 日本、カナダ

通常献立（小学校）

通常献立（中学校）


