
　　【関辺小学校】

　テクノエーピーＴＮ３００Ｂベクレルモニター ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器

　学校給食用食材の使用判断基準　　２５Ｂｑ／ｋｇ件数 検査日 検査品目 産地 検査値 給食提供日 備考1 4/9 給食丸ごと － 不検出 4月9日2 4/9 玉ねぎ 北海道 不検出 4月9日3 4/9 じゃがいも 北海道 不検出 4月9日4 4/9 人参 徳島県 不検出 4月10日5 4/9 ピーマン 茨城県 不検出 4月10日6 4/9 キャベツ 神奈川県 不検出 4月10日7 4/10 給食丸ごと － 不検出 4月10日8 4/10 豚モモ肉 福島県 不検出 4月11日9 4/10 にら 茨城県 不検出 4月11日10 4/10 焼売 宮城県 不検出 4月13日11 4/11 給食丸ごと － 不検出 4月11日12 4/11 絹ごし豆腐 白河市 不検出 4月11日13 4/11 しめじ 新潟県 不検出 4月12日14 4/11 大根 茨城県 不検出 4月12日15 4/11 ベーコン 栃木県 不検出 4月12日16 4/12 給食丸ごと － 不検出 4月12日17 4/12 長ネギ 茨城県 不検出 4月13日18 4/12 もやし 栃木県 不検出 4月13日19 4/12 ロースハム 栃木県 不検出 4月16日20 4/13 給食丸ごと － 不検出 4月13日21 4/13 木綿豆腐 白河市 不検出 4月13日22 4/13 キャベツ 神奈川県 不検出 4月16日23 4/13 きゅうり 須賀川市 不検出 4月16日24 4/16 給食丸ごと － 不検出 4月16日25 4/16 人参 徳島県 不検出 4月17日26 4/16 もやし 栃木県 不検出 4月17日27 4/16 焼豚 福島県 不検出 4月17日28 4/17 給食丸ごと － 不検出 4月17日29 4/17 キャベツ 神奈川県 不検出 4月18日30 4/17 大根 茨城県 不検出 4月18日31 4/17 メルルーサ ニュージーランド 不検出 4月18日32 4/18 給食丸ごと － 不検出 4月18日33 4/18 玉ねぎ 北海道 不検出 4月19日



34 4/18 じゃがいも 北海道 不検出 4月19日35 4/18 キウィ ニュージーランド 不検出 4月19日36 4/18 鶏モモ肉 北海道 不検出 4月19日37 4/19 給食丸ごと － 不検出 4月19日38 4/19 長ネギ 栃木県 不検出 4月20日39 4/19 卵 白河市 不検出 4月20日40 4/19 鶏ひき肉 北海道 不検出 4月20日41 4/20 給食丸ごと － 不検出 4月20日42 4/20 木綿豆腐 白河市 不検出 4月20日43 4/20 ごぼう 北海道 不検出 4月23日44 4/20 白菜 茨城県 不検出 4月23日45 4/23 給食丸ごと － 不検出 4月23日46 4/23 板こんにゃく 西郷村 不検出 4月23日47 4/23 にら 栃木県 不検出 4月24日48 4/23 キャベツ 茨城県 不検出 4月24日49 4/23 豚ひき肉 福島県 不検出 4月24日50 4/24 給食丸ごと － 不検出 4月24日51 4/24 玉ねぎ 北海道 不検出 4月26日52 4/24 セロリ 静岡県 不検出 4月26日53 4/24 じゃがいも 北海道 不検出 4月26日54 4/24 ウィンナー 北海道 不検出 4月26日55 4/26 給食丸ごと － 不検出 4月26日56 4/26 えのきだけ 長野県 不検出 4月27日57 4/26 ミニトマト 愛知県 不検出 4月27日58 4/26 えびカツ 静岡県 不検出 4月27日59 4/27 給食丸ごと － 不検出 4月27日60 4/27 ピーマン 茨城県 不検出 5月1日61 4/27 玉ねぎ 北海道 不検出 5月1日62 4/27 卵 白河市 不検出 5月1日63 4/27 豚ひき肉 福島県 不検出 5月1日



9月 カレーライス　　　　牛乳ほうれん草の焼き豚あえフルーツ杏仁 豚モモ肉焼き豚 牛乳わかめ 麦ごはんじゃがいも杏仁豆腐 大豆油ごま油ごま にんじんパセリほうれん草 玉葱 セロリーもやし　みかんパインアップルバナナ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 74222.821.64.1 kcalggg 23月 麦ご飯　　　　　　牛乳さばのみそ煮ほうれん草のおかかあえけんちん汁 まさばみそかつお節豚モモ肉木綿豆腐 牛乳煮干 麦ごはん三温糖さといも板こんにゃく ほうれん草にんじん もやし だいこんねぎ ごぼう干し椎茸 はくさい エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 60527.415.51.8 kcalggg10火 焼きそば　　　　　　牛乳中華サラダわかめスープ果物（いちご） 豚モモ肉焼き豚錦糸たまご 牛乳わかめ 蒸し中華めんはるさめ三温糖 大豆油ごま にんじん青ピーマン もやし キャベツ玉葱 干し椎茸きゅうりとうもろこしいちご エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 6042320.82.7 kcalggg 24火 みそラーメン　　　牛乳ぎょうざわかめのツナあえ果物(オレンジ) 豚ひき肉みそツナフレーク 牛乳わかめ 蒸し中華めん 大豆油ごまごま油 にんじんにらブロッコリー もやし 玉葱キャベツ ねぎバレンシアオレンジ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62025.917.53 kcalggg11水 麦ご飯　　　　　　　牛乳鮭の塩焼きれんこんのきんぴらかきたま汁 紅鮭豚モモ肉さつま揚げ絹ごし豆腐たまごかつお節 牛乳 麦ごはん三温糖かたくり粉 大豆油ごま にんじんこまつなにら れんこん エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 60427.415.71.8 kcalggg 26水12木 丸パン　　　　　　　牛乳チーズインハンバーグ野菜サラダクラムチャウダー ロースハムあさりベーコン 牛乳チーズわかめ コッペパンじゃがいも 有塩バター にんじんブロッコリーパセリ キャベツ だいこん玉葱 ぶなしめじ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61526.224.73.5 kcalggg 26木 黒糖パン　　　　　牛乳ポテトカップえびグラタンゆで豚サラダミネストローネ豆乳プリン 豚モモ肉大豆ウィンナー 牛乳 黒糖パンじゃがいもマカロニ豆乳プリン 有塩バター にんじんホールトマトパセリ キャベツ 赤たまねぎ玉葱 セロリーにんにく エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 64225.922.32.9 kcalggg13金 赤飯　　　　　　　　牛乳桜しゅうまい菜の花のおひたしじゃが芋と豆腐のみそ汁お祝い紅白ｾﾞﾘｰ あずき木綿豆腐みそ 牛乳わかめ煮干紅白ゼリー アルファ化米じゃがいも ごま 菜の花にんじんこまつな もやし ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 66821.8132.5 kcalggg 27金 麦ご飯　　　　　　牛乳エビカツビーンズサラダえのきのみそ汁ミニトマト むきえびたまご大豆焼き豚油揚げみそ 牛乳チーズ煮干 麦ごはんかたくり粉薄力粉パン粉三温糖じゃがいも小まめ麩 ごま大豆油ごま油 にんじんこまつなミニトマト 玉葱 きゅうりだいこんとうもろこしむきえだまめえのきたけはくさい ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 65723.918.72.2 kcalggg16月 麦ご飯　　　　　　　牛乳鶏の唐揚げひじきと春雨サラダワンタンスープ 鶏モモ肉ロースハム 牛乳ひじき 麦ごはんかたくり粉はるさめ三温糖ワンタン なたね油ごま油 にんじんほうれん草 キャベツ きゅうり干し椎茸 たけのこねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 64824.815.42.2 kcalggg 　　今月のエネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 平均値63325.818.22.7 kcalggg17火 うどん　　　　　　　牛乳小魚入りかき揚げ五色あえかみかみデザート 鶏胸肉油揚げかつお節たまご焼き豚 牛乳いわしわかめこんぶ ソフト麺三温糖薄力粉 大豆油ごま油ごま にんじんこまつなほうれん草 ねぎ 干し椎茸ごぼうもやし エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 60428.720.15.3 kcalggg18水 麦ご飯　　　　　　　牛乳のりたまふりかけ白身魚のマヨネーズ焼きゆでブロッコリーのっぺい汁 メルルーサ鶏モモ肉油揚げ 牛乳煮干 麦ごはんパン粉さといもかたくり粉 マヨネーズﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ パセリブロッコリーにんじんほうれん草 キャベツ 干し椎茸だいこん ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 60925.417.91.3 kcalggg19木 コッペパン　　　　　牛乳ローストチキンシャキシャキサラダホワイトシチュー果物(ｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲﾌﾙｰﾂ) 鶏モモ肉鶏胸肉ベーコン 牛乳 コッペパン三温糖じゃがいも なたね油 にんじんパセリこまつな キャベツ れんこんだいこんえだまめ玉葱 マッシュルームキウイフルーツ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 60530.817.82 kcalggg20金 三色ご飯　　　　　　牛乳小松菜のいそあえあさりのみそ汁果物(バナナ) 鶏ひき肉たまごかつお節あさり木綿豆腐みそ 牛乳刻みのりわかめ煮干 麦ごはん三温糖 大豆油 こまつなにんじんほうれん草 グリンピース　もやしねぎ バナナ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 6332714.42.1 kcalggg

平成30年度　　白河市立関辺小学校    平成30年度　　白河市立関辺小学校    平成30年度　　白河市立関辺小学校    平成30年度　　白河市立関辺小学校    日 献立名 赤の仲間 黄の仲間 緑の仲間 栄養価 日血や肉になる 熱や力の元になる 体の調子を整える 血や肉になる 熱や力の元になる 体の調子を整える
※　小教研のため

※　給食のない日　　４月25日（水）　先生方の研究会のため（11時３０分下校）※　給食材料の都合により献立内容を変更することがありますのでご了承ください。※　表示の栄養摂取量は、中学年児童のものです。（低学年２０％減、高学年２０％増）     　　　栄養価基準値    エネルギー　  640ｋcal    たんぱく質     24.0ｇ    脂　  　 質     19.0g    食塩相当量       2.5g

献立名 赤の仲間 黄の仲間 緑の仲間 栄養価

４月４月４月４月 バースデーランチバースデーランチバースデーランチバースデーランチ

****今月の給食テーマ今月の給食テーマ今月の給食テーマ今月の給食テーマ**** 《《《《給食の約束給食の約束給食の約束給食の約束》》》》当番の仕事・静かな待ち方当番の仕事・静かな待ち方当番の仕事・静かな待ち方当番の仕事・静かな待ち方 安全な運搬・能率的な配膳安全な運搬・能率的な配膳安全な運搬・能率的な配膳安全な運搬・能率的な配膳 安全で整然とした準備・後片づけ安全で整然とした準備・後片づけ安全で整然とした準備・後片づけ安全で整然とした準備・後片づけ

入学お祝いメニュー入学お祝いメニュー入学お祝いメニュー入学お祝いメニュー

こんだてひょう

１年生は、はじめての給食にドキドキわくわくしているのではないでしょうか？栄養バランスのよい、関辺小のおいしい給食を食べて、たくさん体を動かしたり、お勉強したりしながら、小学校生活を楽しんでください。

給食給食給食給食 なしなしなしなし
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