
　　【表郷小学校】

　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 4/5 お米 福島県 不検出 4月2 4/5 きゅうり 白河市表郷 不検出 4月9日3 4/5 若鶏モモ肉(皮なし） 岩手県 不検出 4月9日4 4/5 豚モモ肉 福島県 不検出 4月10日5 4/9 給食丸ごと － 不検出 4月9日6 4/9 人参 千葉県 不検出 4月10日7 4/9 大根 千葉県 不検出 4月10日8 4/9 みつば 茨城県 不検出 4月11日9 4/9 絹豆腐 白河市表郷 不検出 4月11日10 4/10 給食丸ごと － 不検出 4月10日11 4/10 もち米 福島県 不検出 4月11日12 4/10 じゃがいも 白河市表郷 不検出 4月12日13 4/10 玉ねぎ 北海道 不検出 4月12日14 4/10 セロリー 静岡県 不検出 4月12日15 4/11 給食丸ごと － 不検出 4月11日16 4/11 お米 福島県 不検出 4月17 4/11 豚モモ肉 福島県 不検出 4月13日18 4/11 もやし 郡山市 不検出 4月13日19 4/11 しらたき 白河市 不検出 4月13日20 4/12 給食丸ごと － 不検出 4月12日21 4/12 ごぼう 栃木県 不検出 4月16日22 4/12 若鶏モモ肉 岩手県 不検出 4月16日23 4/12 河内晩柑 愛媛県・高知県 不検出 4月16日24 4/13 給食丸ごと － 不検出 4月13日25 4/13 ねぎ 白河市表郷 不検出 4月17日26 4/13 笹かまぼこ 宮城県 不検出 4月17日27 4/16 給食丸ごと － 不検出 4月16日28 4/16 冷凍イカ短冊 ペルー 不検出 4月17日29 4/16 人参 徳島県 不検出 4月18日30 4/16 ニラ 茨城県 不検出 4月18日31 4/16 豚ひき肉 福島県 不検出 4月18日32 4/17 給食丸ごと － 不検出 4月17日



33 4/17 きゅうり 白河市表郷 不検出 4月19日34 4/17 いちご 白河市表郷 不検出 4月19日35 4/17 しめじ 福島県 不検出 4月19日36 4/18 給食丸ごと － 不検出 4月18日37 4/18 お米 福島県 不検出 4月38 4/18 大根 千葉県 不検出 4月20日39 4/18 えのき茸 福島県 不検出 4月20日40 4/18 板こんにゃく 白河市 不検出 4月20日41 4/19 給食丸ごと － 不検出 4月19日42 4/19 玉ねぎ 北海道 不検出 4月23日43 4/19 じゃがいも 鹿児島県 不検出 4月23日44 4/19 ウインナー 北海道 不検出 4月23日45 4/20 給食丸ごと － 不検出 4月20日46 4/20 人参 徳島県 不検出 4月24日47 4/20 青ピーマン 鹿児島県 不検出 4月24日48 4/20 豚モモ肉 福島県 不検出 4月24日49 4/23 給食丸ごと － 不検出 4月23日50 4/23 白菜 茨城県 不検出 4月26日51 4/23 ねぎ 白河市表郷 不検出 4月26日52 4/23 ベーコン 東京都 不検出 4月26日53 4/24 給食丸ごと － 不検出 4月23日54 4/24 お米 福島県 不検出 4月55 4/24 ごぼう 北海道 不検出 4月27日56 4/24 みつば 千葉県 不検出 4月27日57 4/26 給食丸ごと － 不検出 4月26日58 4/26 玉ねぎ 北海道 不検出 5月1日59 4/26 大根 茨城県 不検出 5月1日60 4/26 冷凍大豆 北海道 不検出 5月1日61 4/27 給食丸ごと － 不検出 4月27日62 4/27 若鶏モモ肉(皮なし） 岩手県 不検出 5月2日63 4/27 もやし 郡山市 不検出 5月2日64 4/27 絹豆腐 白河市表郷 不検出 5月2日



9月 鮭ごはん牛乳鶏肉のてり焼きポテトサラダ大根と油揚げのみそ汁 鶏肉 ツナ 豆腐油揚げ みそ 鮭 牛乳わかめ 精白米 おおむぎ三温糖 じゃがいも ごま油ノンエッグマヨネーズ にんじん 玉葱 きゅうりだいこん ねぎまいたけ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 65926.322.83 kcalggg10火 みそラーメン牛乳餃子中華サラダ 豚肉 みそくらげ 牛乳 ソフトめんはるさめ三温糖　パン粉小麦粉 なたね油 ごまごま油 にんじん にら もやし キャベツねぎ きゅうりだいこん 玉葱 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 63226.317.33.3 kcalggg11水 ☆入学お祝い献立☆入学お祝い献立☆入学お祝い献立☆入学お祝い献立赤飯牛乳サバのごま衣焼き菜の花あえすまし汁お祝いデザート あずき サバたまご 鶏肉豆腐 なるとみそ 牛乳わかめ 精白米 もち米さとう ごま 菜の花 にんじんみつば キャベツ りんご桃 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62627.117.33.7 kcalggg12木 食パン牛乳いちごジャムオムレツデミソースがけグリーンサラダコンソメスープ たまご ベーコン 牛乳 パン三温糖じゃがいもジャム バター にんじんブロッコリーパセリ キャベツ きゅうり玉葱 セロリーいちご コーン エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 66422.6212.9 kcalggg13金 ポークカレーライス牛乳こんにゃくサラダヨーグルト 豚肉 かまぼこ大豆 牛乳チーズヨーグルト 精白米 おおむぎじゃがいもしらたき 三温糖 なたね油 ごま油 にんじん かぼちゃ 玉葱 グリンピースもやし きゅうりりんご エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 70426.120.63.2 kcalggg16月 三色ごはん牛乳シャキシャキサラダわかめのみそ汁河内晩柑(かんきつ類) 鶏肉 たまご青大豆 かつお節油揚げ 豆腐 みそ 牛乳わかめ 精白米 おおむぎ三温糖 じゃがいも なたね油ノンエッグマヨネーズ グリンピースコーン れんこんごぼう キャベツ玉葱 河内晩柑 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 67225.319.72.4 kcalggg17火 五目うどん牛乳ささかまの磯辺揚げごま酢あえ なると 鶏肉油揚げささかまぼこいか 牛乳あおのりわかめ ソフトめんてんぷら粉三温糖 なたね油 ごま ほうれんそうにんじん ごぼう 干し椎茸ねぎ キャベツきゅうり エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61153.515.33.6 kcalggg18水 麦ごはん牛乳焼売小松菜のナムルマーボー豆腐 大豆 豚肉 豆腐みそ 牛乳 精白米 おおむぎ三温糖かたくり粉小麦粉 ごま油 ごまなたね油 小松菜 にんじんにら もやし たけのこねぎ 玉葱干し椎茸 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 72232.723.86.8 kcalggg19木 黒糖パン牛乳ツナサラダクリームシチューいちご ツナ 鶏肉 牛乳生ｸﾘ-ﾑ パン 黒砂糖じゃがいも なたね油 バター にんじん キャベツ きゅうり玉葱 しめじグリンピースいちご エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 70725.321.43.4 kcalggg20金 ☆おにぎり持参日☆おにぎり持参日☆おにぎり持参日☆おにぎり持参日牛乳鶏肉とこんにゃくのごまみそあえおひたしえのきのみそ汁 鶏肉 みそかつお節 生揚げ 牛乳わかめ 精白米 おおむぎかたくり粉小麦粉 こんにゃく三温糖 じゃがいも なたね油 ごま ほうれんそうにんじん もやし キャベツえのきたけ だいこんねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 63924.615.13.1 kcalggg23月 ツナピラフ牛乳フレンチサラダポトフリンゴゼリー ツナ 青大豆ウィンナー 牛乳 精白米 おおむぎじゃがいも バター オリーブ油 にんじんブロッコリー 玉葱 グリンピ－スコーン キャベツマッシュルームきゅうり だいこんしめじ リンゴ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 60519.219.61.8 kcalggg24火 焼きそば牛乳じゃこ入りナムル杏仁豆腐 豚肉 いか 牛乳ちりめんじゃこ青のり 焼きそばめん三温糖杏仁豆腐 なたね油 ごま油ごま にんじん ピーマンほうれんそう もやし キャベツ玉葱 コーンもも　みかんレモン だいこん エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 67127.614.52.7 kcalggg26木 ピザトースト牛乳コーンサラダ白菜と肉団子のスープ ベーコン 鶏肉牛肉 牛乳チーズ パン小麦粉パン粉さとう ピーマンブロッコリーにんじんほうれんそう 玉葱 キャベツコーン 干し椎茸ねぎ 白菜 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 65227.323.72.9 kcalggg27金 麦ごはん牛乳あじアーモンドフライひじき煮あさりのみそ汁 あじ 油揚げ 大豆あさり 豆腐 みそ 牛乳ひじきわかめ 精白米 おおむぎこんにゃく 三温糖パン粉　米粉小麦粉 なたね油アーモンド にんじん みつば ごぼう ねぎ干し椎茸 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 67427.723.52.8 kcalggg＊食材の都合により、献立を変更することがありますのでご了承ください。＊白河市では、学校給食の食材に含まれる放射性物質を測定するため「食品放射能測定システム」を導入し食材の検査を行っています。本校でも給食で使用する食材を検査しています。２５ベクレル/ｋｇを超える放射性セシウムが検出された食材は給食に使用しません。安心で安全な給食の提供に努めて参りますのでご理解とご協力をお願いいたします。
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