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１０月１６日（土）・１７日（日）に別府市亀川漁港で行われました

第２９回県水産振興祭に参加しました！

今回、学校給食会は初めての参加となります。

県漁協さんにご協力いただき、ブースを提供していただきました。

学校給食用物資（豆あじ・あめたフライ）の試食や、新規開発物資（か

ぼにゃんシリーズ）の紹介、お魚クイズを催し物としました。一般のお

客様方は「学校給食」ということで、興味を持たれ、たくさんの方々に

ご来場していただきました。

今月は「学校給食１日まるごと大分県」の月間です。地場産物の食品をふんだんに取り入れた給食を供し、子ども

達にたくさんの地元食材を知って欲しいと思います。また、ノロウイルス等の食中毒が流行する時期になりました。日

頃以上に注意して、この冬も安心・安全の給食作りを心がけていきましょう。

第３回 今回は大分市立滝尾小学校の手作り献立を紹介

いたします。
食数：１，０３０食 調理員数：６名＋栄養士１名

年１１回発行

試食コーナー お魚クイズコーナー

大成功！

今回の経験は

１１月１３日の学校給

食フェアに活かし、

より良いものにいた

します！

学校給食フェア お待ちしています！
１１月１３日（土）に行われます学校給食フェアの準

備は着々と進んでいます。ご期待ください！

材料：１人分

・里芋（２ｃｍカット） ５０ｇ

・でんぷん ４ｇ

・油 ２ｇ

・きな粉 ４ｇ

・砂糖 ４ｇ

・塩 ０．０５ｇ
※全て給食会で取り扱っている物資です。

作り方：

①さといもにでんぷんをつけて揚げる。

②きな粉をまぶす。

～献立について～
大分市では年に１回、４０人の栄養士でオススメ献立を交換し

ています。

その時にいただいたものが我が校へ定着しています。

里芋のカット野菜は、１０００人以上の学校にはとても助かって

います。

もちもちの食感が子ども

達に、予想以上にうけま

した。手軽に出来るので

是非お試しください♪
里芋きなこ

米飯調理講習会の参加申込締切間近！

１１月１２日（金）

参加申込受付中ですので、どうぞふるってご参加ください！

第２９回県水産振興祭

平成２２年７月～１０月末の給食会取扱い物資検査成

績をお知らせします。

無加熱摂取冷凍食品・・・１８件 デザート類 等

加熱摂取冷凍食品

①冷凍直前加熱・・・３４件

総菜類、魚肉練製品、食肉製品 等

②冷凍直前無加熱・・・４３件

野菜類、魚介類、麺類 等

常温食品・・・４５件

味付けのり、ふりかけ、デザート類、調味料、漬物、海草類 等

＊検査項目：細菌数、大腸菌群、E.coli、サルモネラ、

黄色ブドウ球菌、腸管出血性大腸菌Ｏ１５７、腸炎

ビブリオ

合計１４０件検査を実施し、全て食品衛生法及び

（財）大分県学校給食会衛生規範の基準に適合して

いました。

なお、２学期に提供しています学校給食用冷凍食

品九州地区共通選定品７品目については、８月に残

留農薬多成分検査を実施しております。



かぼにゃんシリーズ

リニューアル物資

先日お知らせいたしました、県産魚新規開発物資「かぼにゃんシリーズ」の価格等が決定いたしましたので、ご案内いたします。

なお、ぶりかつにつきましては従来品の１５ｇは終売となり、新規の３０ｇに統一されますのでご注意ください。

２１年度開発品の規格がリニューアルしましたので、ご案内いたします。

なお、あめたフライにつきましては従来品は終売となり、２５ｇに統一されますのでご注意ください。

３学期 九州地区共通選定品

３学期 県内選定品

３学期 新規取扱品

九州地区合

同選定会・

県内選定会

で選び抜か

れた物資で

す。

３学期から

是非ご利用

ください。

九州地区共通選定品

写真

規格・価格

等、以前お

知らせした

ものと変更

されている

ものもあり

ますので、

ご確認くだ

さい。

７品目 １８品目

きびなごフライ　１ｋｇ（約１００～１２０尾入） トクスイフーズ ｋｇ ８８８円 小麦 ―

ぶり照焼　（５０ｇ×１０）袋 津田商店 袋 ６３６円 小麦 大豆

ぶり照焼　（６０ｇ×１０）袋 津田商店 袋 ６６６円 小麦 ―

えびの粉付　１ｋｇ（約８５尾入） 極洋 ｋｇ １，６２０円 小麦、えび ―

中華風つくね　１ｋｇ（約１４０～２００個入） マルイ食品 ｋｇ ７３２円 小麦 鶏肉、豚肉、大豆

国産ももゼリー100　４０ｇ ニチレイフーズ 個 ４１円 ― ―

品名・規格 銘柄 単位 アレルギー表示価格

７品目 １８品目

国産いわし竜田揚げ　４０ｇ トクスイフーズ 個 ６５円 小麦 大豆

国産いわし竜田揚げ　５０ｇ トクスイフーズ 個 ７２円 小麦 大豆

国産大豆の豆腐ハンバーグ　５０ｇ MCC 個 ４２円 小麦 鶏肉、豚肉、大豆

国産大豆の豆腐ハンバーグ　６０ｇ MCC 個 ４８円 小麦 鶏肉、豚肉、大豆

フルーツ杏仁はちみつりんご　４０ｇ ニチレイフーズ 個 ４６円 乳 りんご、大豆

品名・規格 銘柄 単位 アレルギー表示価格

７品目 １８品目

北海道産ほたて貝柱フライ　２０ｇ SN食品 個 ３３円 小麦 大豆

調理用ワインタイプ・白（キュイソンブラン）　１．８ 九州太平 本 ７８０円 ― ―

品名・規格 銘柄 単位 アレルギー表示価格

７品目 １８品目

県産ブリ（米粉付）　３０ｇ 個 ９０円 ― ―

県産ぶりかつ　３０ｇ 個 １１０円 ― 大豆

県産ぶりかつ　４０ｇ 個 １５０円 ― 大豆

県産鯛（角切り２ｃｍカット）　１ｋｇ ｋｇ １，３００円 ― ―

県産えそ（すり身）　１ｋｇ ｋｇ １，３００円 ― ―

県産きびなごフライ　１袋（１００尾入） 袋 ２，２００円 小麦 ―

県産さば切り身　３０ｇ 個 ６０円 ― さば

県産さば切り身　４０ｇ 個 ６５円 ― さば

県産さば（米粉付）　３０ｇ 個 ６５円 ― さば

県産さば（米粉付）　４０ｇ 個 ７０円 ― さば

県産さばフライ　４０ｇ 個 ７０円 小麦 さば

県産さばフライ　５０ｇ 個 ８５円 小麦 さば

県産カタクチイワシフライ　１５ｇ 個 ３６円 小麦 ―

県産あめた骨せんべい　１袋（５０枚入） 袋 ６００円 ― ― 平成２３年１月～

品名・規格 銘柄 単位

県漁協

やまろ渡邊

価格

平成２２年
１１月～

取扱期間アレルギー表示

平成２３年
１月～

平成２２年
１１月～

７品目 １８品目

豆あじ　（約５ｇ×約２００個）袋 袋 ９１２円 ― ―

はもつみれ団子　（約１０ｇ×約１００個）１ｋｇ ｋｇ １，９００円 ― ―

あめたフライ　２５ｇ 個 ４２円 小麦 ―

アレルギー表示 取扱期間品名・規格 銘柄 単位 価格

県漁協
平成２２年
１１月～


