
　　【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 5/1 給食丸ごと － 不検出 5月1日2 5/1 長ネギ 栃木県 不検出 5月2日3 5/1 もやし 栃木県 不検出 5月2日4 5/1 じゃがいも 北海道 不検出 5月2日5 5/1 木綿豆腐 白河市 不検出 5月2日6 5/2 給食丸ごと － 不検出 5月2日7 5/2 ごぼう 群馬県 不検出 5月7日8 5/2 人参 徳島県 不検出 5月7日9 5/2 大根 茨城県 不検出 5月7日10 5/2 鮭 チリ 不検出 5月7日11 5/7 給食丸ごと － 不検出 5月7日12 5/7 きゅうり 須賀川市 不検出 5月8日13 5/7 人参 徳島県 不検出 5月8日14 5/7 大根 茨城県 不検出 5月8日15 5/7 卵 白河市 不検出 5月8日16 5/8 給食丸ごと － 不検出 5月8日17 5/8 ごぼう 岩手県 不検出 5月9日18 5/8 白菜 茨城県 不検出 5月9日19 5/8 板こんにゃく 西郷村 不検出 5月9日20 5/8 焼豚 福島県 不検出 5月9日21 5/9 給食丸ごと － 不検出 5月9日22 5/9 玉ねぎ 北海道 不検出 5月10日23 5/9 じゃがいも 北海道 不検出 5月10日24 5/9 キウィ ニュージーランド 不検出 5月10日25 5/10 給食丸ごと － 不検出 5月10日26 5/10 ピーマン 茨城県 不検出 5月11日27 5/10 キャベツ 愛知県 不検出 5月11日28 5/10 もやし 栃木県 不検出 5月11日29 5/11 給食丸ごと － 不検出 5月11日30 5/11 長ネギ 栃木県 不検出 5月15日31 5/11 グレープフルーツ イスラエル 不検出 5月15日32 5/11 豚モモ肉 福島県 不検出 5月15日33 5/15 給食丸ごと － 不検出 5月15日34 5/15 人参 徳島県 不検出 5月16日35 5/15 えのきだけ 長野県 不検出 5月16日36 5/15 じゃがいも 北海道 不検出 5月16日37 5/15 もやし 栃木県 不検出 5月16日38 5/16 給食丸ごと － 不検出 5月16日39 5/16 玉ねぎ 北海道 不検出 5月17日40 5/16 しめじ 新潟県 不検出 5月17日41 5/16 鶏モモ肉 北海道 不検出 5月17日42 5/17 給食丸ごと － 不検出 5月17日43 5/17 きゅうり 石川町 不検出 5月18日



44 5/17 大根 石川町 不検出 5月18日45 5/17 バナナ フィリピン 不検出 5月18日46 5/17 焼豚 北海道 不検出 5月18日47 5/18 給食丸ごと － 不検出 5月18日48 5/18 キャベツ 愛知県 不検出 5月21日49 5/18 なめこ 郡山市 不検出 5月21日50 5/18 木綿豆腐 白河市 不検出 5月21日51 5/21 給食丸ごと － 不検出 5月21日52 5/21 人参 千葉県 不検出 5月22日53 5/21 ねぎ 白河市 不検出 5月22日54 5/21 ミニトマト 福島県 不検出 5月22日55 5/21 鶏むね肉 北海道 不検出 5月22日56 5/22 給食丸ごと － 不検出 5月22日57 5/22 ごぼう 岩手県 不検出 5月23日58 5/22 キャベツ 愛知県 不検出 5月23日59 5/22 しめじ 新潟県 不検出 5月23日60 5/22 大根 矢吹町 不検出 5月23日61 5/23 給食丸ごと － 不検出 5月23日62 5/23 きゅうり 白河市 不検出 5月24日63 5/23 アスパラガス 栃木県 不検出 5月24日64 5/23 じゃがいも 北海道 不検出 5月24日65 5/23 ロースハム 北海道 不検出 5月24日66 5/24 給食丸ごと － 不検出 5月24日67 5/24 人参 千葉県 不検出 5月25日68 5/24 絹ごし豆腐 白河市 不検出 5月25日69 5/24 ベーコン 北海道 不検出 5月25日70 5/25 給食丸ごと － 不検出 5月25日71 5/25 玉ねぎ 佐賀県 不検出 5月28日72 5/25 もやし 栃木県 不検出 5月28日73 5/25 豚モモ肉 福島県 不検出 5月28日74 5/25 糸こんにゃく 西郷村 不検出 5月28日75 5/28 給食丸ごと － 不検出 5月28日76 5/28 セロリ 長野県 不検出 5月29日77 5/28 じゃがいも 北海道 不検出 5月29日78 5/28 キャベツ 千葉県 不検出 5月29日79 5/28 ウィンナー 北海道 不検出 5月29日80 5/29 給食丸ごと － 不検出 5月29日81 5/29 しめじ 新潟県 不検出 5月30日82 5/29 オレンジ アメリカ 不検出 5月30日83 5/29 豚ロース肉 福島県 不検出 5月30日84 5/30 給食丸ごと － 不検出 5月30日85 5/30 人参 千葉県 不検出 6月1日86 5/30 玉ねぎ 佐賀県 不検出 6月1日87 5/30 きゅうり 白河市 不検出 6月1日



1火 スパゲティナポリタン   牛乳キャベツのサラダ卵スープ果物(オレンジ) 豚ひき肉ツナフレークたまごベーコン ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾁｰｽﾞ牛乳わかめ スパゲッティ三温糖かたくり粉 有塩バターなたね油 にんじん青ピーマンホールトマトパセリほうれん草 玉葱マッシュルームキャベツ だいこんとうもろこし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 63325.721.22.7 kcalggg 18金 カレーライス　　　  牛乳ビーンズサラダフルーツポンチ 豚モモ肉大豆焼き豚 牛乳ﾞチーズ 麦ごはんじゃがいも三温糖レモンゼリー 大豆油ごま油ごま にんじんパセリ 玉葱 セロリきゅうり だいこんとうもろこしむき枝豆みかん パインバナナ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 74024.524.13.1 kcalggg2水 たけのこご飯               牛乳かつおの竜田揚げ小松菜のおかかあえじゃが芋のみそ汁柏餅 鶏モモ肉油揚げかつお木綿豆腐みそ 牛乳わかめ煮干 麦ごはん三温糖かたくり粉じゃがいも柏餅 なたね油ごま にんじんさやえんどう小松菜ほうれん草 たけのこ もやしねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 72532.918.22.5 kcalggg 21月 ひじきご飯　　　　  牛乳白身魚のフライごまあえなめこのみそ汁 鶏胸肉油揚げホキたまご木綿豆腐みそ ひじき牛乳わかめ 麦ごはん三温糖パン粉上白糖じゃがいも 大豆油ごま にんじんほうれん草小松菜 枝豆　ごぼう干し椎茸もやし キャベツなめこ ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 65129.618.42.3 kcalggg7月 麦ご飯　　味のり　　牛乳鮭の塩焼きおひたし根菜のごま汁 紅鮭油揚げみそ 牛乳味付けのり煮干 麦ごはんさといも 大豆油ごま ほうれん草にんじん小松菜 もやし だいこんごぼう ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 60531.514.41.5 kcalggg 22火 五目ラーメン　　　  牛乳しゅうまいワカメサラダミニトマト むきえび鶏胸肉なると 牛乳わかめ 中華めん三温糖 大豆油ごま油ごま ほうれん草にんじんミニトマト 玉葱 干し椎茸もやし メンマねぎ キャベツだいこん きゅうりとうもろこし エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61129.616.23.6 kcalggg8火 焼きそば　　　　　　牛乳和風サラダとうもろこしのスープ果物(バナナ) 豚モモ肉ロースハムたまごベーコン 牛乳 蒸し中華めんかたくり粉 大豆油 にんじん青ピーマンパセリ もやし キャベツ玉葱 干し椎茸きゅうりだいこんとうもろこしバナナ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 60822.522.92.2 kcalggg 23水 麦ご飯　　　　　　  牛乳豚みそカツ春雨サラダいものこ汁果物(オレンジ) 豚みそカツ焼き豚たまご鶏胸肉 牛乳 麦ごはんはるさめ三温糖さといも 大豆油ごま油ごま にんじん小松菜 もやし キャベツきゅうり だいこんごぼう ねぎぶなしめじ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 63022.717.61.3 kcalggg9水 麦ご飯　　　　　　　牛乳若鶏焼き五色あえけんちん汁 鶏胸肉焼き豚錦糸たまご豚モモ肉木綿豆腐みそ 牛乳わかめ煮干 麦ごはん三温糖さといも板こんにゃく ごま油ごま 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 61630.413.72.7 kcalggg 24木 コッペパン　　　　  牛乳フランクソーセージアスパラサラダコーンポタージュ ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄロースハム 牛乳 コッペパンじゃがいも アスパラガスにんじんブロッコリーパセリ 玉葱 きゅうりカリフラワーとうもろこしコーンクリーム エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62323.624.23.8 kcalggg10木 丸パン　　　　　　　牛乳ハムカツフレンチサラダミネストローネ果物(ｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲﾌﾙｰﾂ) たまごロースハム大豆ベーコン 牛乳 コッペパン薄力粉パン粉じゃがいもマカロニ 大豆油フレンチドレッシング有塩バター ブロッコリーにんじんホールトマトパセリ キャベツ きゅうり玉葱 セロリキウイフルーツ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62823.8243.2 kcalggg 25金 中華丼　　　　　　   牛乳ナムル中華スープカップ杏仁 豚モモ肉するめいかむきえびうずら卵焼き豚ベーコン絹ごし豆腐たまご 牛乳 麦ごはん三温糖かたくり粉杏仁豆腐 大豆油ごま油ごま にんじんほうれん草青ピーマンとうがらし 干し椎茸 たけのこキャベツ 玉葱グリンピースもやし きゅうりきくらげ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 63426.716.13 kcalggg11金 焼き肉丼　　　　　　牛乳こんにゃくサラダあさりのみそ汁アセロラゼリー 豚モモ肉ロースハムあさり木綿豆腐みそ 牛乳わかめ煮干 麦ごはんサラダ用こんにゃくゼリー ごま にんじん青ピーマンブロッコリーほうれん草 キャベツ 玉葱もやし きゅうりとうもろこしねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61828.514.21.8 kcalggg 28月 枝豆のごはん　　　   牛乳さんまの蒲焼きほうれん草のおひたし肉じゃが さんま豚モモ肉 牛乳 麦ごはん三温糖薄力粉じゃがいもしらたき なたね油ごま大豆油 ほうれん草にんじんさやえんどう むき枝豆もやし 玉葱干し椎茸 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 69626.525.91.9 kcalggg15火 きつねうどん　　　　牛乳枝豆フリッターわかめとツナのあえもの果物（ﾋﾟﾝｸｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ） 豚モモ肉油揚げ枝豆たまごツナフレーク 煮干牛乳わかめ うどん砂糖薄力粉 ごま大豆油ごま油 小松菜にんじんブロッコリー ねぎ むき枝豆とうもろこし玉葱キャベツグレープフルーツ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61628.422.23.3 kcalggg 29火 キャロットピラフ　　牛乳トマトソース入りオムレツハムとキャベツのサラダポトフ風スープ 鶏胸肉オムレツロースハムウィンナー 牛乳 麦ごはんじゃがいも 有塩バター にんじんブロッコリーパセリ 玉葱 グリンピースキャベツとうもろこしセロリ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62022.4182.3 kcalggg16水 麦ご飯　　　　　　　牛乳サワラのごまみそ焼き切り干し大根のサラダきぬさやのみそ汁 サワラみそ 牛乳わかめ煮干 麦ごはん三温糖じゃがいも ごま大豆油ごま油 にんじんきぬさや きゅうり もやし切干し大根えのきたけ ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 64926.619.22.6 kcalggg 30水 麦ご飯　　　　　　　牛乳豚肉のしょうが焼き磯あえチンゲン菜のみそ汁果物(オレンジ) 豚ﾛｰｽ肉木綿豆腐みそ 牛乳刻みのりわかめ 麦ごはん三温糖 ほうれん草にんじんチンゲン菜 玉葱　もやしきゅうりぶなしめじ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 63726.219.12.1 kcalggg17木 食パン　　　　　　　牛乳いちご＆マーガリンローストチキンゆでブロッコリークラムチャウダー 鶏モモ肉あさりベーコン 牛乳 食パンじゃがいも フレンチドレッシング有塩バターいちご&マーガリン ブロッコリーにんじんパセリ キャベツ 玉葱ぶなしめじ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 6102922.22.9 kcalggg 31木 　今月のエネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 平均63７26.919.32.6 値kcalggg※ 給食材料の都合により献立内容を変更するこ※ 給食材料の都合により献立内容を変更するこ※ 給食材料の都合により献立内容を変更するこ※ 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。とがありますので、ご了承ください。とがありますので、ご了承ください。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※ 表示の栄養摂取量は、中学年児童のもので※ 表示の栄養摂取量は、中学年児童のもので※ 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）す。（低学年２０％減、高学年２０％増）す。（低学年２０％減、高学年２０％増）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

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 体の調子を整える日 献立名 赤の仲間 黄の仲間 緑の仲間 栄養価平成30年度平成30年度平成30年度平成30年度白河市立関辺小学校   白河市立関辺小学校   白河市立関辺小学校   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

５月５月５月５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

《《《《上手な食べ方上手な食べ方上手な食べ方上手な食べ方》》》》食器の位置・三角食べ食器の位置・三角食べ食器の位置・三角食べ食器の位置・三角食べ 姿勢・食事のマナー姿勢・食事のマナー姿勢・食事のマナー姿勢・食事のマナーこんだてひょう

遠足のため遠足のため遠足のため遠足のためお弁当お弁当お弁当お弁当((((全校生全校生全校生全校生))))
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