
　　【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 7/2 給食丸ごと － 不検出 7月2日2 7/2 ピーマン 茨城県 不検出 7月3日3 7/2 玉ねぎ 佐賀県 不検出 7月3日4 7/2 きゅうり 須賀川市 不検出 7月3日5 7/2 豚ひき肉 福島県 不検出 7月3日6 7/3 給食丸ごと － 不検出 7月3日7 7/3 じゃがいも 長崎県 不検出 7月4日8 7/3 鶏モモ肉 青森県 不検出 7月4日9 7/3 突きこんにゃく 西郷村 不検出 7月4日10 7/4 給食丸ごと － 不検出 7月4日11 7/4 キャベツ 矢吹町 不検出 7月5日12 7/4 玉ねぎ 福島県 不検出 7月5日13 7/4 ポテトオーブン焼き 北海道 不検出 7月5日14 7/4 ベーコン 栃木県 不検出 7月5日15 7/5 給食丸ごと － 不検出 7月5日16 7/5 もやし 栃木県 不検出 7月6日17 7/5 鶏ささ身 福島県 不検出 7月6日18 7/5 冷凍オクラ タイ 不検出 7月6日19 7/6 給食丸ごと － 不検出 7月6日20 7/6 長ネギ 天栄村 不検出 7月9日21 7/6 人参 茨城県 不検出 7月9日22 7/6 焼豚 福島県 不検出 7月9日23 7/9 給食丸ごと － 不検出 7月9日24 7/9 にら 茨城県 不検出 7月10日25 7/9 キャベツ 矢吹町 不検出 7月10日26 7/9 もやし 栃木県 不検出 7月10日27 7/10 給食丸ごと － 不検出 7月10日28 7/10 白菜 長野県 不検出 7月11日29 7/10 大根 岩手県 不検出 7月11日30 7/10 ごぼう 群馬県 不検出 7月11日31 7/10 板こんにゃく 西郷村 不検出 7月11日32 7/11 給食丸ごと － 不検出 7月11日33 7/11 玉ねぎ 福島県 不検出 7月13日34 7/11 人参 茨城県 不検出 7月13日35 7/11 じゃがいも 茨城県 不検出 7月13日36 7/13 給食丸ごと － 不検出 7月13日37 7/13 長ネギ 天栄村 不検出 7月17日38 7/13 キャベツ 矢吹町 不検出 7月17日39 7/13 きゅうり 白河市 不検出 7月17日40 7/13 国産野菜かき揚げ 宮城県 不検出 7月17日41 7/17 給食丸ごと － 不検出 7月17日42 7/17 白菜 長野県 不検出 7月18日43 7/17 人参 茨城県 不検出 7月18日44 7/17 鶏モモ肉 北海道 不検出 7月18日45 7/17 鮭 チリ 不検出 7月18日46 7/18 給食丸ごと － 不検出 7月18日47 7/18 しめじ 新潟県 不検出 7月19日48 7/18 玉ねぎ 福島県 不検出 7月19日49 7/18 じゃがいも 茨城県 不検出 7月19日50 7/18 あんかけ肉団子 山形県 不検出 7月19日51 7/19 給食丸ごと － 不検出 7月19日52 7/19 大根 岩手県 不検出 7月20日53 7/19 キャベツ 矢吹町 不検出 7月20日54 7/19 卵 白河市 不検出 7月20日55 7/19 絹ごし豆腐 白河市 不検出 7月20日56 7/20 給食丸ごと － 不検出 7月20日



2月 麦ご飯　　　　　　　　牛乳わかめとツナのあえもの肉じゃが果物(オレンジ) ツナフレークいんげん豚モモ肉 牛乳わかめ 麦ごはんじゃがいもしらたき三温糖 ごま油大豆油 にんじんブロッコリー キャベツとうもろこしレモン玉葱 干し椎茸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 6492418.61.5 kcalggg 17火 鶏うどん　　　　牛乳夏野菜のかき揚げ大根サラダ 鶏胸肉油揚げロースハム 牛乳ちりめんじゃこ うどん上白糖薄力粉三温糖 なたね油大豆油 こまつなにんじんかぼちゃ ねぎ なす玉葱えだまめだいこんきゅうりキャベツ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61425.520.83.4 kcalggg3火 スパゲティナポリタン　牛乳フレンチサラダ野菜スープ豆乳パンナコッタ 豚ひき肉ロースハムベーコン パルメザンチーズ牛乳わかめ スパゲッティ豆乳パンナコッタ 有塩バターフレンチドレッシング 青ピーマンダイストマトブロッコリーパセリほうれん草にんじん マッシュルームにんにく しょうがキャベツ きゅうり玉葱 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 68026.220.92.7 kcalggg 18水 麦ご飯　　　　　牛乳鮭の塩焼きれんこんのきんぴらあおさのみそ汁 紅鮭鶏モモ肉さつま揚げ油揚げみそ 牛乳あおさ煮干 麦ごはん三温糖じゃがいも 大豆油ごま にんじん れんこんはくさい エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 63131.515.71.9 kcalggg4水 麦ご飯　　　　　　　　牛乳あじフリッター切り干し大根の煮物ｲﾝｹﾞﾝとｼﾞｬｶﾞｲﾓのみそ汁 鶏モモ肉油揚げいんげんみそ 牛乳わかめ煮干 麦ごはんこんにゃく三温糖じゃがいも 大豆油 にんじんいんげん 切干しだいこん干し椎茸 玉葱 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 64223.816.82.4 kcalggg 19木 食パン　いちご＆マーガリン　牛乳ミートボールブロッコリーサラダクラムチャウダー あさりベーコン 牛乳 食パンじゃがいも 有塩バター ブロッコリーにんじんパセリ いちごとうもろこしキャベツ玉葱 ぶなしめじ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 65724.526.63.6 kcalggg5木 胚芽パン　　　　　　　牛乳ポテトｵｰﾌﾞﾝ焼き(ｶﾚｰ風味)ゆで豚サラダシンプルコーンポタージュ 豚モモ肉ベーコン 牛乳 丸パン小麦胚芽 大豆油 にんじんパセリ キャベツコーンクリーム玉葱とうもろこし エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 60623.121.62.9 kcalggg 20金 麦ご飯　　　　　　牛乳肉料理　or　魚料理キャベツのサラダ中華スープコンポート（パインorアップル） 鶏肉さんまﾂﾅﾌﾚｰｸベーコン絹ごし豆腐たまご 牛乳 麦ごはんパン粉三温糖 マヨネーズなたね油 パセリにんじんほうれん草 キャベツ だいこんとうもろこしきくらげパインアップルりんご エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 67125.922.22.5 kcalggg6金 わかめご飯　　　　　　牛乳星型ハンバーグおひたし七夕すまし汁七夕ゼリー かつお節鶏ささ身肉うずら卵 牛乳 麦ごはんそうめんゼリー ほうれん草にんじんオクラ もやし エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 65928.217.12.3 kcalggg9月 麦ご飯　　　　　　　　牛乳さばの味噌煮五色和えあさりのみそ汁 さばみそ焼き豚たまごあさり油揚げ 牛乳わかめ煮干 麦ごはん三温糖 ごま油ごま ほうれん草にんじん もやし ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 65029.417.72.8 kcalggg10火 タンメン　　　　　　　牛乳たこナゲット温野菜 豚モモ肉むきえびうずら卵たこ 牛乳 中華めんかたくり粉 ごまごま油大豆油 にんじんにらブロッコリー もやし 玉葱キャベツ 干し椎茸にんにくカリフラワー エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 60732.915.53.5 kcalggg 28火 焼きそば　　　　　牛乳シャキシャキサラダわかめスープミニトマト 豚モモ肉 牛乳わかめ 蒸し中華めん三温糖 大豆油なたね油 にんじん青ピーマンこまつなミニトマト もやし キャベツ玉葱 干し椎茸れんこん だいこんむき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 62322.519.52.7 kcalggg11水 麦ご飯　　　　　　　　牛乳かみかみたこメンチ春雨サラダ豚汁 たこ焼き豚錦糸たまご豚モモ肉木綿豆腐かつお節みそ 牛乳 麦ごはん春雨三温糖さといもこんにゃく 大豆油ごま油ごま にんじん もやし キャベツきゅうり 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 64628.518.81.7 kcalggg 29水 麦ご飯　　味のり　牛乳鶏のごまみそマヨネーズ焼小松菜ともやしのおかかあえ具だくさんみそ汁 鶏胸肉みそかつお節木綿豆腐みそ 牛乳味のり煮干 麦ごはんじゃがいも マヨネーズごま パセリこまつなにんじんほうれん草 もやし ほんしめじだいこん ねぎ干し椎茸 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 60327.316.21.9 kcalggg12木 30木 コッペパン　　　　牛乳フランクソーセージサラスパサラダワンタンスープ果物(オレンジ) フランクフルトロースハム 牛乳 コッぺパンサラスパ三温糖ワンタンかたくり粉 ごまごま油マヨネーズ にんじんほうれん草 玉葱 きゅうりとうもろこし干し椎茸 たけのこ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 63123.429.13.3 kcalggg13金 ビーンズカレー　　　　牛乳トマトマリネメロン 豚肩肉 牛乳 麦ごはんじゃがいも三温糖上白糖 なたね油オリーブ油 にんじんトマトパセリ 玉葱 にんにくメロン エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 6941821.24.3 kcalggg 31金 夏野菜カレー　　　　牛乳キャベツとリンゴのサラダ雪見だいふく 豚モモ肉いんげん 牛乳アイスクリーム 麦ごはんじゃがいも三温糖 大豆油 にんじん なす ズッキーニにんにく しょうがキャベツ りんごきゅうり 玉葱 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 75620.924.62.9 kcalggg

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 体の調子を整える献立名 赤の仲間 黄の仲間 緑の仲間 栄養価《《《《生活リズムと朝食生活リズムと朝食生活リズムと朝食生活リズムと朝食》》》》早起きと朝食の大切さ早起きと朝食の大切さ早起きと朝食の大切さ早起きと朝食の大切さこんだてひょう

七夕メニュー七夕メニュー七夕メニュー七夕メニュー

８月８月８月８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

7777月バースデー月バースデー月バースデー月バースデー&&&&セレクトランチセレクトランチセレクトランチセレクトランチ

全校生全校生全校生全校生 お弁当の日お弁当の日お弁当の日お弁当の日


	【HP用】H30_7月 関辺小
	H30 7.8月献立表(関辺小）

