
　　【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 6/1 給食丸ごと － 不検出 6月1日2 6/1 大根 矢吹町 不検出 6月5日3 6/1 卵 白河市 不検出 6月5日4 6/1 牛ひき肉 福島県 不検出 6月5日5 6/5 給食丸ごと － 不検出 6月5日6 6/5 白菜 茨城県 不検出 6月6日7 6/5 ごぼう 青森県 不検出 6月6日8 6/5 豚モモ肉 福島県 不検出 6月6日9 6/5 板こんにゃく 西郷村 不検出 6月6日10 6/6 給食丸ごと － 不検出 6月6日11 6/6 長ねぎ 茨城県 不検出 6月7日12 6/6 人参 千葉県 不検出 6月7日13 6/6 きゅうり 須賀川市 不検出 6月7日14 6/7 給食丸ごと － 不検出 6月7日15 6/7 にら 福島県 不検出 6月8日16 6/7 もやし 栃木県 不検出 6月8日17 6/7 豚ひき肉 福島県 不検出 6月8日18 6/7 絞り豆腐 白河市 不検出 6月8日19 6/8 給食丸ごと － 不検出 6月8日20 6/8 玉ねぎ 千葉県 不検出 6月11日21 6/8 じゃがいも 北海道 不検出 6月11日22 6/8 ミニトマト いわき市 不検出 6月11日23 6/11 給食丸ごと － 不検出 6月11日24 6/11 キャベツ 石川町 不検出 6月12日25 6/11 ピーマン 茨城県 不検出 6月12日26 6/11 長ネギ 茨城県 不検出 6月12日27 6/12 給食丸ごと － 不検出 6月12日28 6/12 玉ねぎ 西郷村 不検出 6月13日29 6/12 もやし 栃木県 不検出 6月13日30 6/12 豚モモ肉 福島県 不検出 6月13日31 6/12 生揚げ 白河市 不検出 6月13日32 6/13 給食丸ごと － 不検出 6月13日33 6/13 人参 千葉県 不検出 6月14日34 6/13 大根 矢吹町 不検出 6月14日35 6/13 鶏モモ肉 福島県 不検出 6月14日36 6/14 給食丸ごと － 不検出 6月14日37 6/14 キャベツ 石川町 不検出 6月15日38 6/14 玉ねぎ 西郷村 不検出 6月15日39 6/14 豚ロース肉 福島県 不検出 6月15日40 6/14 冷凍里芋 長崎県 不検出 6月15日41 6/15 給食丸ごと － 不検出 6月15日



42 6/15 えのきだけ 長野県 不検出 6月18日43 6/15 鶏ささ身 北海道 不検出 6月18日44 6/15 絹ごし豆腐 白河市 不検出 6月18日45 6/18 給食丸ごと － 不検出 6月18日46 6/18 長ネギ 茨城県 不検出 6月19日47 6/18 もやし 栃木県 不検出 6月19日48 6/18 鶏むね肉 北海道 不検出 6月19日49 6/19 給食丸ごと － 不検出 6月19日50 6/19 キャベツ 茨城県 不検出 6月20日51 6/19 人参 千葉県 不検出 6月20日52 6/19 じゃがいも 長崎県 不検出 6月20日53 6/19 木綿豆腐 白河市 不検出 6月20日54 6/20 給食丸ごと － 不検出 6月20日55 6/20 チキンチーズカツ 宮城県 不検出 6月21日56 6/20 玉ねぎ 棚倉町 不検出 6月21日57 6/20 しめじ 新潟県 不検出 6月21日58 6/21 給食丸ごと － 不検出 6月21日59 6/21 にら 茨城県 不検出 6月22日60 6/21 大根 青森県 不検出 6月22日61 6/21 卵 白河市 不検出 6月22日62 6/22 給食丸ごと － 不検出 6月22日63 6/22 白菜 青森県 不検出 6月25日64 6/22 えのきだけ 長野県 不検出 6月25日65 6/22 鮭 チリ 不検出 6月25日66 6/22 突きこんにゃく 西郷村 不検出 6月25日67 6/25 給食丸ごと － 不検出 6月25日68 6/25 玉ねぎ 棚倉町 不検出 6月26日69 6/25 きゅうり 須賀川市 不検出 6月26日70 6/25 りんご 青森県 不検出 6月26日71 6/25 豚ひき肉 福島県 不検出 6月26日72 6/26 給食丸ごと － 不検出 6月26日73 6/26 長ネギ 茨城県 不検出 6月27日74 6/26 じゃがいも 長崎県 不検出 6月27日75 6/26 人参 千葉県 不検出 6月27日76 6/26 木綿豆腐 白河市 不検出 6月27日77 6/27 給食丸ごと － 不検出 6月27日78 6/27 しめじ 新潟県 不検出 6月28日79 6/27 春巻 宮城県 不検出 6月28日80 6/27 焼豚 北海道 不検出 6月28日81 6/28 給食丸ごと － 不検出 6月28日82 6/28 もやし 栃木県 不検出 6月29日83 6/28 なめこ 群馬県 不検出 6月29日84 6/28 さくらんぼ 山形県 不検出 6月29日85 6/28 鶏ひき肉 北海道 不検出 6月29日86 6/29 給食丸ごと － 不検出 6月29日87 6/29 豚モモ肉 福島県 不検出 7月2日88 6/29 キャベツ 矢吹町 不検出 7月2日



平成30年度　平成30年度　平成30年度　平成30年度　
1金 チキンカレー　　　　牛乳フレンチサラダフルーツ白玉 鶏肉胸ロースハム 牛乳 麦ごはんじゃがいも白玉だんご フレンチﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ パセリにんじんブロッコリー 玉葱 にんにくキャベツきゅうり バナナパインアップルみかん エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 76524.123.63.7 kcalggg 16土4月 18月 若菜ご飯　　　　牛乳きびなごのカリカリフライほうれん草と焼き豚のあえすまし汁 焼き豚鶏ささ身肉うずら卵絹ごし豆腐かつお節 牛乳きびなごわかめ 麦ごはんかたくり粉 ごま大豆油ごま油 ほうれん草にんじん小松菜 だいこん若菜もやしえのきたけ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61126.916.92.6 kcalggg5火 スパゲティ・ミートソース牛乳シャキシャキサラダとうもろこしのスープレモンのゼリー 豚ひき肉牛ひき肉たまごベーコン ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝチーズ牛乳 スパゲテイ三温糖かたくり粉ゼリー 有塩バターなたね油 にんじんパセリダイストマト 玉葱 しょうがにんにく セロリマッシュルームキャベツ れんこんだいこん えだまめとうもろこし エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61419.621.92.2 kcalggg 19火 五目うどん　　　牛乳たこナゲット小松菜とごぼうのおかかあえ果物(バナナ) むきえび鶏胸肉なるとかつお節まだこ こんぶ牛乳 うどん 大豆油ごま ほうれん草にんじん小松菜 玉葱 干し椎茸ねぎ ごぼうもやし バナナ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61230.813.33.9 kcalggg6水 麦ご飯牛乳かみかみふりかけ五目厚焼卵ごま和え豚汁 厚焼卵豚モモ木綿豆腐かつお節みそ 牛乳 麦ごはん上白糖さといも板こんにゃく ごま大豆油 ほうれん草にんじん もやし キャベツごぼう だいこんはくさい ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 66424.819.92.3 kcalggg 20水 麦ご飯　　　　　牛乳ハンバーグゆでブロッコリーじゃが芋と豆腐のみそ汁 木綿豆腐みそ 牛乳わかめ煮干 麦ごはんじゃがいも フレンチﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ブロッコリーにんじん小松菜 キャベツ ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 65223.120.72.5 kcalggg7木 黒糖パン　　　牛乳ポテトカップグラタンカントリーサラダ春雨スープ ロースハムベーコン 牛乳 黒糖パン三温糖はるさめかたくり粉 なたね油 にんじん小松菜 きゅうり キャベツだいこん干し椎茸 ねぎ玉葱 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61821.123.83 kcalggg 21木 ピタパン　　　　牛乳チキンチーズフライコールスローサラダ肉団子のスープ果物(オレンジ) 鶏モモ肉たまごロースハム 牛乳チーズ 薄力粉パン粉三温糖 大豆油マヨネーズ パセリにんじん小松菜 キャベツ 玉葱とうもろこしほん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 64728.125.32.1 kcalggg8金 マーボ丼　　　牛乳中華サラダわかめスープ果物(オレンジ) 豚ひき肉みそ絞り豆腐焼き豚錦糸たまご 牛乳わかめ 麦ごはん上白糖かたくり粉はるさめ三温糖 大豆油ごま にらにんじん しょうが ねぎ干し椎茸 たけのこキャベツ きゅうりもやし 玉葱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 63624.518.73.1 kcalggg 22金 わかめご飯　　　牛乳国産メンチカツ野菜サラダかきたま汁 ロースハム絹ごし豆腐たまごみそ 牛乳わかめ煮干 麦ごはん 大豆油 にんじんブロッコリー小松菜にら キャベツだいこん エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 64221.419.93.1 kcalggg11月 麦ご飯　　　　牛乳魚のマヨネーズ焼き小松菜のおかかあえいんげんのみそ汁ミニトマト まだらかつお節いんげん油揚げみそ 牛乳わかめ煮干 麦ごはんパン粉じゃがいも マヨネーズごま パセリ小松菜にんじんミニトマト もやし 玉葱 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62826.916.32 kcalggg 25月 麦ご飯　　　　　牛乳鮭の塩焼き五目きんぴらえのきのみそ汁 紅鮭鶏胸肉さつま揚げいんげん油揚げみそ 牛乳煮干 麦ごはんこんにゃく三温糖じゃがいも小まめ麩 大豆油 にんじん小松菜 ごぼう れんこん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 6352814.32 kcalggg12火 焼きそば　　　牛乳ブロッコリーサラダワンタンスープ福島県産いちごゼリー 豚モモ肉 牛乳 蒸し中華めん三温糖ワンタンかたくり粉ゼリー 大豆油 にんじん青ピーマンブロッコリーほうれん草 もやし キャベツ玉葱 干し椎茸とうもろこしたけのこ ねぎいちご エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62223.921.51.7 kcalggg 26火 具だくさんみそラーメン牛乳蒸しぎょうざキャベツとリンゴのサラダ 豚ひき肉みそ 牛乳 中華めん三温糖 大豆油ごま 茎にんにくにんじんにら しょうが もやし玉葱 キャベツねぎ りんごきゅうり エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 64125.320.22.9 kcalggg13水 麦ご飯           牛乳厚揚げと豚肉の味噌炒めおひたしあさりのみそ汁 豚モモ肉生揚げみそ　かつお節あさり油揚げみそ 牛乳わかめ煮干 麦ごはん三温糖 なたね油 青ピーマンにんじん小松菜ほうれん草 キャベツ干し椎茸 玉葱もやし ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 64130.618.22.1 kcalggg 27水 麦ご飯　　　　牛乳鶏の唐揚げサラスパサラダ小松菜のみそ汁 鶏モモ肉ロースハム木綿豆腐みそ 牛乳わかめ煮干 麦ごはんかたくり粉サラスパ三温糖じゃがいも なたね油ごまごま油マヨネーズ にんじん小松菜 しょうが 玉葱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 67025.319.92.4 kcalggg14木 丸パン　　　牛乳ローストチキンキャベツのサラダシンプルコーンポタージュ福島県産りんごコンポ－ト 鶏モモ肉ツナフレークベーコン 牛乳 丸パン三温糖 なたね油 にんじんパセリ キャベツ だいこんとうもろこしコーンクリーム玉葱 りんご エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61428.6212.9 kcalggg 28木 麦ご飯　　　　牛乳はるまき五色あえ具だくさんみそ汁 むきえび焼き豚たまご木綿豆腐みそ 牛乳わかめ煮干 麦ごはんはるまき三温糖じゃがいも 大豆油ごま油ごま ほうれん草にんじん小松菜 まいたけもやしほんしめじねぎ干し椎茸 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62021.615.12.2 kcalggg15金 麦ご飯　　　牛乳豚肉のしょうが焼き温野菜のっぺい汁 豚ロース肉鶏モモ肉油揚げ 牛乳煮干 麦ごはん三温糖さといもかたくり粉 にんじんブロッコリー 玉葱 しょうがキャベツカリフラワー干し椎茸 だいこんねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 63526.318.51.5 kcalggg 29金 三色ご飯　　　牛乳磯あえなめこのみそ汁果物(さくらんぼ) 鶏ひき肉たまご木綿豆腐みそ 牛乳刻みのりわかめ煮干 麦ごはん三温糖じゃがいも 大豆油 ほうれん草にんじん小松菜 グリンピースもやしきゅうりなめこ ねぎさくらんぼ(国産) エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61025.9152.2 kcalggg

体の調子を整える献立名 赤の仲間 黄の仲間 緑の仲間 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 日 栄養価血や肉になる 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

６月６月６月６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

《《《《衛生的な食事のしかた衛生的な食事のしかた衛生的な食事のしかた衛生的な食事のしかた》》》》手あらい・ハンカチ・マスク・教室の換気手あらい・ハンカチ・マスク・教室の換気手あらい・ハンカチ・マスク・教室の換気手あらい・ハンカチ・マスク・教室の換気こんだてひょう

かみかみ給食かみかみ給食かみかみ給食かみかみ給食
遠足予備日のためお弁当遠足予備日のためお弁当遠足予備日のためお弁当遠足予備日のためお弁当((((全校生全校生全校生全校生)))) 土曜授業（壮寿会との交流）土曜授業（壮寿会との交流）土曜授業（壮寿会との交流）土曜授業（壮寿会との交流）11111111：：：：30303030下校下校下校下校

福島県産品食材活用週間（
11日～
15日）
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