
　　【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 10/1 給食丸ごと － 不検出 10月1日2 10/1 鶏モモ肉 青森県 不検出 10月4日3 10/1 長ネギ 白河市 不検出 10月4日4 10/1 きゅうり 白河市 不検出 10月4日5 10/4 給食丸ごと － 不検出 10月4日6 10/4 キャベツ 群馬県 不検出 10月5日7 10/4 人参 北海道 不検出 10月5日8 10/4 大根 青森県 不検出 10月5日9 10/4 ロースハム 栃木県 不検出 10月5日10 10/5 給食丸ごと － 不検出 10月5日11 10/5 ピーマン 福島県 不検出 10月9日12 10/5 セロリ 長野県 不検出 10月9日13 10/5 玉ねぎ 北海道 不検出 10月9日14 10/5 豚ひき肉 福島県 不検出 10月9日15 10/9 給食丸ごと － 不検出 10月9日16 10/9 キャベツ 群馬県 不検出 10月10日17 10/9 大根 青森県 不検出 10月10日18 10/9 絹ごし豆腐 白河市 不検出 10月10日19 10/9 ベーコン 栃木県 不検出 10月10日20 10/10 給食丸ごと － 不検出 10月10日21 10/10 玉ねぎ 北海道 不検出 10月11日22 10/10 人参 北海道 不検出 10月11日23 10/10 じゃがいも 北海道 不検出 10月11日24 10/11 ウィンナー 栃木県 不検出 10月11日25 10/11 給食丸ごと － 不検出 10月10日26 10/11 にら 茨城県 不検出 10月12日27 10/11 きゅうり 白河市 不検出 10月12日28 10/11 絞り豆腐 白河市 不検出 10月12日29 10/12 給食丸ごと － 不検出 10月12日30 10/12 ごぼう 青森県 不検出 10月15日31 10/12 長ネギ 白河市 不検出 10月15日32 10/12 白菜 矢吹町 不検出 10月15日33 10/12 豚肉 福島県 不検出 10月15日34 10/15 給食丸ごと － 不検出 10月15日35 10/15 キャベツ 矢吹町 不検出 10月16日36 10/15 大根 矢吹町 不検出 10月16日37 10/15 卵 白河市 不検出 10月16日38 10/16 給食丸ごと － 不検出 10月16日39 10/16 玉ねぎ 北海道 不検出 10月18日40 10/16 人参 北海道 不検出 10月18日



41 10/16 きゅうり 白河市 不検出 10月18日42 10/18 給食丸ごと － 不検出 10月18日43 10/18 まいたけ 静岡県 不検出 10月19日44 10/18 しめじ 長野県 不検出 10月19日45 10/18 じゃがいも 北海道 不検出 10月19日46 10/18 みかんシロップ漬け 中国・三重県 不検出 10月19日47 10/19 給食丸ごと － 不検出 10月19日48 10/19 にら 白河市 不検出 10月23日49 10/19 もやし 栃木県 不検出 10月23日50 10/19 冷凍餃子 新潟県 不検出 10月23日51 10/19 豚ひき肉 福島県 不検出 10月23日52 10/23 給食丸ごと － 不検出 10月23日53 10/23 白菜 矢吹町 不検出 10月24日54 10/23 人参 北海道 不検出 10月24日55 10/23 突きこんにゃく 西郷村 不検出 10月24日56 10/23 鮭 チリ 不検出 10月24日57 10/24 給食丸ごと － 不検出 10月24日58 10/24 長ネギ 白河市 不検出 10月25日59 10/24 玉ねぎ 北海道 不検出 10月25日60 10/24 たけのこ水煮 九州 不検出 10月25日61 10/24 鶏モモ肉 北海道 不検出 10月25日62 10/25 給食丸ごと － 不検出 10月25日63 10/25 ピーマン 茨城県 不検出 10月26日64 10/25 キャベツ 茨城県 不検出 10月26日65 10/25 大根 矢吹町 不検出 10月26日66 10/25 豚肉 福島県 不検出 10月26日67 10/26 給食丸ごと － 不検出 10月26日68 10/26 じゃがいも 北海道 不検出 10月29日69 10/26 えのきだけ 新潟県 不検出 10月29日70 10/26 ロースハム 北海道 不検出 10月29日71 10/29 給食丸ごと － 不検出 10月29日72 10/29 玉ねぎ 北海道 不検出 10月30日73 10/29 人参 北海道 不検出 10月30日74 10/29 もやし 栃木県 不検出 10月30日75 10/29 糸こんにゃく 西郷村 不検出 10月30日76 10/30 給食丸ごと － 不検出 10月30日77 10/30 セロリ 長野県 不検出 10月31日78 10/30 キャベツ 茨城県 不検出 10月31日79 10/30 じゃがいも 北海道 不検出 10月31日80 10/30 かぼちゃチーズフライ 北海道 不検出 10月31日81 10/31 給食丸ごと － 不検出 10月31日82 10/31 しめじ 新潟県 不検出 11月1日83 10/31 きゅうり 白河市 不検出 11月1日84 10/31 ハンバーグ(国産肉） 兵庫県 不検出 11月1日



1月 納豆ご飯牛乳あじフリッター小松菜もやしのおかか和えじゃが芋のみそ汁 糸引納豆 かつお加工品(かつお節) 油揚げ 米みそ(赤色辛みそ) 牛乳 乾燥わかめ(板わかめ) 煮干 精白米（強化米） ビタミン強化麦 じゃがいも 大豆油 ごま(いり） こまつな にんじん ほうれんそう(冷凍) ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61826.215.42.5 kcalggg 18木 コッペパン２牛乳ﾌﾗﾝｸソーセージポパイサラダシンプルコーンポタージュ,果物(オレンジ) フランクフルトたまご(個) ロースハム 牛乳 丸パン じゃがいも ごま(いり）マヨネーズ(全卵型） フレンチドレッシング ほうれんそうにんじん パセリ 玉葱 きゅうり とうもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)とうもろこし(ｶｰﾈﾙ冷凍） 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 64924.228.93.3 kcalggg4木 ピタパン牛乳ローストチキンサラスパサラダ春雨スープ,果物(オレンジ) 鶏肉モモ(枚)ロースハム(g)ベーコン 牛乳 薄力粉 マカロニ･スパゲッティ 三温糖普通はるさめ(乾) かたくり粉 ごま(乾) ごま油 マヨネーズ(全卵型） にんじん こまつな しょうが きゅうりとうもろこし(冷凍）干し椎茸 ねぎ 玉葱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 6032519.91.8 kcalggg 19金 きのこカレー牛乳ワカメサラダフルーツポンチ 豚モモ(脂肪なし) 牛乳 カットわかめ 精白米（強化米） ビタミン強化麦 じゃがいも 三温糖ゼリー 大豆油 ごま油ごま(いり） にんじん パセリ 玉葱 マッシュルーム(冷凍) まいたけ ほんしめじ えのきたけセロリー にんにく(りん茎) しょうがキャベツ だいこんきゅうり とうもろこし(冷凍） 温州蜜柑缶詰(果肉) パイン エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 6982118.83.2 kcalggg5金 麦ご飯牛乳SBローストンカツ50g和風サラダあさりのみそ汁 ＳＢローストンカツ ロースハム あさり(ﾎﾞｲﾙ冷凍) 油揚げ 米みそ(赤色辛みそ) 牛乳 乾燥わかめ(板わかめ) 煮干 精白米（強化米） ビタミン強化麦 大豆油 にんじん キャベツ きゅうりだいこん ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62925.417.92.3 kcalggg 23火 具だくさんみそラーメン牛乳蒸しぎょうざナムル 豚ひき肉 米みそ(甘みそ) 焼き豚 牛乳 中華めん(生)三温糖 大豆油 ごま(いり） ごま油 茎にんにく(花茎) にんじんにら ほうれんそう(冷凍) 青ピーマン とうがらし しょうが ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし 玉葱 キャベツ ねぎ きゅうり エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 63626.716.62.7 kcalggg9火 スパゲティナポリタン牛乳ビーンズサラダジュリエンヌスープ果物（グレープフルーツ） 豚ひき肉 大豆(国産､ゆで） 焼き豚 ベーコン パルメザンチーズ牛乳 クッキングチーズ マカロニ･スパゲッティ 三温糖 有塩バター大豆油 ごま油 ごま(いり） にんじん 青ピーマン トマト缶詰(ダイス） パセリ 玉葱 マッシュルーム(冷凍) にんにく(りん茎) しょうが きゅうり だいこん とうもろこし(ｶｰﾈﾙ冷凍）むきえだまめ(ゆで)セロリー 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 66727.9233 kcalggg 24水 麦ご飯牛乳鮭の塩焼きれんこんのきんぴらもずく入りみそ汁 べにざけ 鶏肉モモ(kg) さつま揚げ 木綿豆腐 米みそ(赤色辛みそ) 牛乳 もずく(塩蔵､塩抜き) 煮干 精白米（強化米） ビタミン強化麦 三温糖じゃがいも 大豆油 ごま(むき) にんじん れんこん はくさいねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 64534.714.81.7 kcalggg10水 麦ご飯牛乳鶏のレモンソースがけキャベツのサラダ中華スープ 鶏肉モモ(kg)まぐろ缶詰(ｵﾘｰﾌﾞﾄﾞﾂﾅ) ベーコン 絹ごし豆腐たまご(個) 牛乳 精白米（強化米） ビタミン強化麦 かたくり粉 上白糖三温糖 なたね油 にんじん ほうれんそう レモン レモン(果汁､生) キャベツ だいこん とうもろこし(冷凍） きくらげ(乾) エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62327.817.82.2 kcalggg 25木 クロワッサン牛乳鶏の照り焼きポテトサラダワンタンスープ,シューアイス30g 鶏肉モモ(枚)ロースハム なると 牛乳シューアイス クロワッサンじゃがいも ワンタン かたくり粉 マヨネーズ(全卵型） にんじん ほうれんそう しょうが 玉葱 きゅうり とうもろこし(冷凍） 干し椎茸 たけのこ(ゆで) ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 69630.135.33.5 kcalggg11木 食パン牛乳ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘ－ジャムﾐｰﾄりオムレツフレンチサラダ,ミネストローネ(ｳｲﾝﾅｰ) 牛ひき肉 プレーンオムレツロースハム(g)大豆(国産､ゆで） ウィンナー 牛乳 食パン(市販品） じゃがいも ペンネマカロニ 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 トマト缶詰(ダイス） パセリ ブルーベリー(ジャム) キャベツ きゅうり 玉葱 セロリー にんにく(りん茎) エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 63227.123.62.7 kcalggg 26金 麦ご飯牛乳肉の野菜炒め五目厚焼卵大根と油揚げのみそ汁 豚ばら(脂身付)厚焼卵 油揚げ米みそ(淡色辛みそ) 牛乳 煮干 精白米（強化米） ビタミン強化麦 三温糖かたくり粉 大豆油 青ピーマン にんじん キャベツ 玉葱 しょうが だいこん ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 68122.123.12.2 kcalggg12金 マーボ丼牛乳春雨サラダチンゲン菜スープミニトマト 豚ひき肉 米みそ(赤色辛みそ)絞り豆腐(丁) 焼き豚 錦糸たまご ベーコン 牛乳 水稲穀粒(精白米) おおむぎ(押麦） 上白糖 かたくり粉普通はるさめ(乾) 三温糖 大豆油 ごま油 ごま(いり） にら にんじんチンゲンツァイ ミニトマト しょうが ねぎ 干し椎茸 たけのこ(千切り) ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやしキャベツ きゅうり玉葱 ぶなしめじ とうもろこし(冷凍） エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 66026.619.83.1 kcalggg 29月 麦ご飯牛乳ちくわのカレー揚げマカロニサラダえのきのみそ汁 焼き竹輪 ロースハム(g) 油揚げ 米みそ(赤色辛みそ) 牛乳 煮干 精白米（強化米） ビタミン強化麦 薄力粉マカロニ･スパゲッティじゃがいも 小豆麩 大豆油 マヨネーズ(全卵型） にんじん こまつな 玉葱 きゅうり とうもろこし(冷凍） えのきたけ ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 6572416.62.8 kcalggg15月 麦ご飯牛乳鯖の味噌煮五色和えけんちん汁 まさば 米みそ(淡色辛みそ) 焼き豚 たまご(個)豚モモ(脂身付き) 木綿豆腐 米みそ(赤色辛みそ) 牛乳 わかめ(乾燥､水戻し) 煮干 精白米（強化米） ビタミン強化麦 三温糖さといも 板こんにゃく ごま油 ごま(いり） ほうれんそうにんじん りょくとうもやし 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 66129.217.92.7 kcalggg 30火 ゆかりご飯牛乳野菜のごま和え肉じゃが果物(オレンジ) いんげんｶｯﾄ 豚中型種モモ(脂肪なし) 牛乳 水稲穀粒(精白米) おおむぎ(押麦） 三温糖 じゃがいもしらたき 大豆油 ごま(いり） ほうれんそうにんじん うめゆかり ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし キャベツ玉葱 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 62922.915.42.3 kcalggg16火 焼きそば牛乳シャキシャキサラダ卵スープカットパイン 豚モモ(脂肪なし) たまご(個)ベーコン 牛乳 カットわかめ 蒸し中華めん三温糖 かたくり粉 大豆油 なたね油 にんじん 青ピーマン パセリ ほうれんそう ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやしキャベツ 玉葱 干し椎茸 れんこん だいこん むきえだまめ(ゆで) とうもろこし(冷凍） パインアップル エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61023.621.32.6 kcalggg 31水 キャロットピラフ牛乳かぼちゃコロッケコールスローサラダポトフ風スープ ロースハム(g)ウィンナー 牛乳 水稲穀粒(精白米) ビタミン強化麦 コーンコロッケ 三温糖 じゃがいも 有塩バター 大豆油 マヨネーズ(全卵型） にんじん パセリ 玉葱 グリンピース(冷凍) キャベツ とうもろこし(冷凍） セロリー にんにく(りん茎) エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 65718.319.32.5 kcalggg※ 小教研    (先生方の出張のため)

日 赤の仲間 黄の仲間 緑の仲間 栄養価 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    献立名 献立名 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 体の調子を整える

※　給食のない日（左記以外）　　  9月30日（土）　授業参観・子どもまつり・バザー　　10月28日（土）　音楽会※　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）

日 赤の仲間 黄の仲間 緑の仲間

１０月１０月１０月１０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

《《《《後かたづけをキチンとしよう後かたづけをキチンとしよう後かたづけをキチンとしよう後かたづけをキチンとしよう》》》》こんだてひょう

目の愛護デー給食目の愛護デー給食目の愛護デー給食目の愛護デー給食
６年生６年生６年生６年生 修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行

給食給食給食給食 なしなしなしなし
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