
 【白河市大信学校給食センター】

　日立ｱﾛｶ食品放射能測定ｼｽﾃﾑ 検査機器 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 4/9 給食丸ごと － 不検出 4月9日2 4/9 白身魚フライ 宮城県 不検出 4月9日3 4/9 大根 千葉県 不検出 4月9日4 4/9 キャベツ 神奈川県 不検出 4月9日5 4/9 人参 千葉県 不検出 4月9日6 4/9 長ねぎ 埼玉県 不検出 4月9日7 4/9 小松菜 西郷村 不検出 4月9日8 4/10 給食丸ごと － 不検出 4月10日9 4/10 いか切身 ペルー 不検出 4月10日10 4/10 冷凍大豆 北海道 不検出 4月10日11 4/10 長ねぎ 茨城県 不検出 4月10日12 4/10 生揚げ 矢吹町 不検出 4月10日13 4/10 人参 徳島県 不検出 4月10日14 4/10 もやし 郡山市 不検出 4月10日15 4/10 キャベツ 神奈川県 不検出 4月10日16 4/11 給食丸ごと － 不検出 4月11日17 4/11 豚挽肉 福島県 不検出 4月11日18 4/11 鶏挽肉 青森県 不検出 4月11日19 4/11 玉ねぎ 北海道 不検出 4月11日20 4/11 鶏卵 福島県 不検出 4月11日21 4/12 給食丸ごと － 不検出 4月12日22 4/12 肉焼売 宮城県 不検出 4月12日23 4/12 じゃがいも 北海道 不検出 4月12日24 4/12 もやし 福島県 不検出 4月12日25 4/12 小松菜 西郷村 不検出 4月12日26 4/13 給食丸ごと － 不検出 4月13日27 4/13 ミニブロッコリー エクアドル 不検出 4月13日28 4/13 ホールコーン 北海道 不検出 4月13日29 4/13 カットいんげん 北海道 不検出 4月13日30 4/13 鶏むね肉 岩手県 不検出 4月13日31 4/13 人参 千葉県 不検出 4月13日32 4/13 きゅうり 宮崎県 不検出 4月13日33 4/13 キャベツ 神奈川県 不検出 4月13日34 4/16 給食丸ごと － 不検出 4月16日35 4/16 もやし 郡山市 不検出 4月16日36 4/16 にら 福島県 不検出 4月16日37 4/16 玉ねぎ 北海道 不検出 4月16日38 4/16 絞り豆腐 矢吹町 不検出 4月16日39 4/17 給食丸ごと － 不検出 4月17日40 4/17 豚挽肉 福島県 不検出 4月17日41 4/17 もやし 福島県 不検出 4月17日42 4/17 長ねぎ 埼玉県 不検出 4月17日43 4/17 小松菜 西郷村 不検出 4月17日



44 4/17 つきこんにゃく 岩手県 不検出 4月18日45 4/17 きざみ揚げ 福井県 不検出 4月18日46 4/18 給食丸ごと － 不検出 4月18日47 4/18 焼豚 福島県 不検出 4月18日48 4/18 鮭切身 ロシア 不検出 4月18日49 4/18 レモン アメリカ 不検出 4月18日50 4/18 人参 徳島県 不検出 4月18日51 4/18 大根 千葉県 不検出 4月18日52 4/18 長ねぎ 埼玉県 不検出 4月18日53 4/19 給食丸ごと － 不検出 4月19日54 4/19 厚焼玉子 秋田県 不検出 4月19日55 4/19 じゃがいも 北海道 不検出 4月19日56 4/19 人参 徳島県 不検出 4月19日57 4/20 給食丸ごと － 不検出 4月20日58 4/20 鶏もも肉 北海道 不検出 4月20日59 4/20 玉ねぎ 北海道 不検出 4月20日60 4/20 キャベツ 愛知県 不検出 4月20日61 4/23 給食丸ごと － 不検出 4月23日62 4/23 ビッグ肉団子 茨城県 不検出 4月23日63 4/23 鶏挽肉 青森県 不検出 4月23日64 4/23 人参 徳島県 不検出 4月23日65 4/23 玉ねぎ 北海道 不検出 4月23日66 4/23 きゅうり 栃木県 不検出 4月23日67 4/23 長ねぎ 茨城県 不検出 4月23日68 4/23 豆腐 矢吹町 不検出 4月23日69 4/23 むきえび ミャンマー 不検出 4月24日70 4/24 給食丸ごと － 不検出 4月24日71 4/24 鶏もも肉 宮城県 不検出 4月24日72 4/24 豚もも肉 福島県 不検出 4月24日73 4/24 大根 千葉県 不検出 4月24日74 4/24 キャベツ 愛知県 不検出 4月24日75 4/24 ピーマン 茨城県 不検出 4月24日76 4/25 給食丸ごと － 不検出 4月25日77 4/25 もやし 郡山市 不検出 4月25日78 4/25 じゃがいも 北海道 不検出 4月25日79 4/25 小松菜 西郷村 不検出 4月25日80 4/26 給食丸ごと － 不検出 4月26日81 4/26 鮭切身 ロシア 不検出 4月26日82 4/26 人参 徳島県 不検出 4月26日83 4/26 にら 白河市 不検出 4月26日84 4/27 給食丸ごと － 不検出 4月27日85 4/27 豚挽肉 福島県 不検出 4月27日86 4/27 玉ねぎ 北海道 不検出 4月27日87 4/27 キャベツ 愛知県 不検出 4月27日88 4/27 ソフト麺 玉川村 不検出 4月27日



白河市大信学校給食センターおもに体をつくる（赤）おもに体をつくる（赤）おもに体をつくる（赤）おもに体をつくる（赤） 体の調子を整える（緑）体の調子を整える（緑）体の調子を整える（緑）体の調子を整える（緑） エネルギーのもとになる（黄）エネルギーのもとになる（黄）エネルギーのもとになる（黄）エネルギーのもとになる（黄）さかな、肉、たまご、牛乳、さかな、肉、たまご、牛乳、さかな、肉、たまご、牛乳、さかな、肉、たまご、牛乳、だいず、わかめ、のりだいず、わかめ、のりだいず、わかめ、のりだいず、わかめ、のり やさい、きのこ、くだものやさい、きのこ、くだものやさい、きのこ、くだものやさい、きのこ、くだもの ごはん、パン、めん、さとうごはん、パン、めん、さとうごはん、パン、めん、さとうごはん、パン、めん、さとうじゃがいも、あぶら、ごまじゃがいも、あぶら、ごまじゃがいも、あぶら、ごまじゃがいも、あぶら、ごましろみざかなフライ 牛乳　　とりひきにく グリンピース　　しょうが ごはん　　あぶら 幼稚園そぼろごはん なのはなあえ たまご　　だいず なのはな　　こまつな さとう　　ごまみそしる あぶらあげ　　わかめ キャベツ　　にんじん ごまあぶらみそ だいこん　　ねぎいかのしょうがやき 牛乳　　いか にんじん　　もやし むぎごはん　　さとう 幼稚園むぎごはん ひじきのツナサラダ ひじき　　ツナ しょうが　　ほうれんそう マヨネーズなまあげのみそしる だいず　　なまあげ こまつな　　キャベツみそ ねぎてづくりとりつくねチーズやき 牛乳　　とりひきにく たまねぎ　　ほうれんそう むぎごはん　　じゃがいも 幼稚園むぎごはん かまぼこいりおひたし たまご　　チーズ　　みそ にんじん　　キャベツ パンこ 中学校みそしる ぶたひきにく　かまぼこ こまつな　　ねぎかつおぶし　しみどうふシューマイ 牛乳　　ぶたにく たまねぎ　　にんじん むぎごはん　　あぶら 幼稚園むぎごはん こまつなのあえもの たまご にんにく　　しょうが じゃがいもポークカレー グリンピース　　こまつなもやしてづくりチキンカツ 牛乳　　とりにく キャベツ　　きゅうり パン　　いちご＆マーガリン 幼稚園しょくパン グリーンサラダ たまご　　ベーコン ブロッコリー　　にんじん こむぎこ　　あぶら 大屋小いちご＆マーガリン やさいスープ たまねぎ　　コーン パンこ　　じゃがいも 信夫一小いんげんギョーザ 牛乳　　とうふ もやし　　にんじん むぎごはん　さとう 幼稚園むぎごはん もやしのラーゆあえ ぶたひきにく　　みそ こまつな　　にら ごまあぶら　　でんぷんマーボーどうふ たまねぎ　　ねぎしょうが　　にんにくてづくりミートグラタン 牛乳　　ぶたひきにく たまねぎ　　にんじん むぎごはん　　あぶら 幼稚園むぎごはん ポパイあえ チーズ　　たまご グリンピース　　にんにく さとう　　ごまあぶら 大信中みそしる ハム　　しみどうふ ほうれんそう　　もやし じゃがいもみそ こまつな　　ねぎてづくりさけのからあげレモンじょうゆ 牛乳　　さけ レモン　　こんにゃく むぎごはん　　でんぷん 幼稚園むぎごはん こんにゃくソテー やきぶた　　あぶらあげ にんじん　　ほうれんそう あぶら　　　さとうみそしる みそ だいこん　　ねぎ ふ　　ごまあぶらあつやきたまご 牛乳　　とりひきにく ほうれんそう　　キャベツ むぎごはん　　さとう 幼稚園むぎごはん いろどりあえ たまご　　ハム にんじん　　コーン ごまあぶら　　じゃがいもじゃがいものそぼろに たけのこ　　えだまめ でんぷんてづくりタンドリーチキン 牛乳　　とりにく キャベツ　　コーン こくとうパン　　じゃがいも 幼稚園こくとうパン かいそうサラダ ヨーグルト　　かいそう たまねぎ　　にんじん でんぷんオニオンスープ わかめ　　かまぼこ パセリベーコンミートボール 牛乳　　とりひきにく にんじん　　たまねぎ ごはん　　バターチキンライス かまぼこサラダ ぶたひきにく　　かまぼこ グリンピース　　キャベツ さとう　　ごまわかめスープ わかめ　　とうふ きゅうり　　ねぎなるととりにくのからあげ 牛乳　　とりにく にんじん　　ピーマン むぎごはん　　あぶらむぎごはん ごもくビーフン ぶたにく　　えび しょうが　　にんにく　ねぎ さとう　　でんぷんみそしる あぶらあげ　　みそ キャベツ　　たまねぎ ビーフン　　ごまあぶらしいたけ　　だいこん ごまてづくりミートグラタン 牛乳　　ぶたひきにく たまねぎ　　にんじん むぎごはん　　マカロニ 大屋小むぎごはん ポパイあえ チーズ　　しみどうふ グリンピース　　にんにく あぶら　　　さとう 信夫一小みそしる みそ　　ハム ほうれんそう　　キャベツ ごまあぶら　　じゃがいも 信夫二小もやし　こまつな　ねぎさけのこうそうやき 牛乳　　さけ　　あぶらあげ パセリ　　にんじん むぎごはん　　パンこむぎごはん もやしのひきにくいため チーズ　　ぶたひきにく もやし　　にら あぶら　　　ごまあぶらてつぶんたっぷりみそしる だいず　　しみどうふ こまつな　　にんにく でんぷん　　はるさめわかめ　　みそだいがくいも 牛乳　　ぶたひきにく にんじん　たまねぎ　にんにく ちゅうかめん　　ごまあぶらみそラーメン ほうれんそうアーモンドあえ みそ キャベツ　もやし　しょうが アーモンド　　あぶらにら　　しいたけ　　コーン さとう　　　はちみつほうれんそう みずあめ※　材料等の都合により、献立変更になる場合がありますのでご了承ください。※　栄養価は上段が幼稚園、中段が小学校、下段が中学校の数値です。　【 単位　:　ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）  たんぱく質（g）  脂質（g）  塩分（ｇ） 】27 金 牛乳 412  17.1  13.9  1.9644  25.4  17.9  2.5871  32.8  22.3  3.126 木 牛乳 467  22.1  14.3  1.7608  28.3  17.8  2.2776  34.7  20.9  2.725 水 牛乳 507  20.1  15.5  1.9╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴842  31.1  22.6  3.124 火 牛乳 479  19.6  15.2  1.5642  25.8  20.1  1.9822  31.9  23.5  2.323 月 牛乳 417  17.5  14.1  2.4556  23.0  17.4  3.1736  28.7  20.9  4.320 金 牛乳 ╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴620  26.1  17.5  2.7761  31.4  20.1  3.419 木 牛乳 ╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴626  22.2  18.1  1.6791  26.9  20.7  2.018 水 牛乳 ╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴625  26.2  19.1  2.6787  31.7  21.8  3.217 火 牛乳 ╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴679  26.8  20.4  2.7╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴16 月 牛乳 ╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴640  25.1  21.3  1.7825  31.3  25.3  2.213 金 牛乳 ╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴634  27.9  22.5  2.5760  33.5  25.7  3.112 木 牛乳 ╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴715  24.8  22.9  2.7937  30.8  29.3  3.911 水 牛乳 ╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴649  29.4  20.4  2.4╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴10 火 牛乳 ╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴577  27.4  16.8  2.3729  32.9  19.0  2.7
平成３０年度　４月分学校給食献立予定表平成３０年度　４月分学校給食献立予定表平成３０年度　４月分学校給食献立予定表平成３０年度　４月分学校給食献立予定表日日日日 曜曜曜曜 献　　立　　名献　　立　　名献　　立　　名献　　立　　名 【 栄 養 価 】【 栄 養 価 】【 栄 養 価 】【 栄 養 価 】 給食休み給食休み給食休み給食休みの学校の学校の学校の学校ｴﾈﾙｷﾞｰ･たんぱくｴﾈﾙｷﾞｰ･たんぱくｴﾈﾙｷﾞｰ･たんぱくｴﾈﾙｷﾞｰ･たんぱく質・脂質･塩分質・脂質･塩分質・脂質･塩分質・脂質･塩分9 月 牛乳 ╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴576  26.5  18.9  2.3731  32.3  21.0  2.7
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