
　　【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 5/1 給食丸ごと － 不検出 5月1日2 5/1 生なめこ 福島県 不検出 5月7日3 5/1 さつま揚げ 宮城県 不検出 5月7日4 5/1 いんげん タイ 不検出 5月7日5 5/2 給食丸ごと － 不検出 5月2日6 5/2 お米 福島県 不検出 ５月7 5/2 キャベツ 神奈川県 不検出 5月8日8 5/2 人参 徳島県 不検出 5月8日9 5/7 給食丸ごと － 不検出 5月7日10 5/7 青ピーマン 鹿児島県 不検出 5月9日11 5/7 きゅうり 白河市表郷 不検出 5月9日12 5/7 ねぎ 白河市表郷 不検出 5月9日13 5/8 給食丸ごと － 不検出 5月8日14 5/8 鶏卵 福島県 不検出 5月10日15 5/8 玉ねぎ 北海道 不検出 5月10日16 5/8 若鶏モモ肉(皮なし） 岩手県 不検出 5月10日17 5/9 給食丸ごと － 不検出 5月9日18 5/9 キャベツメンチ 岩手県 不検出 5月11日19 5/9 きゅうり 白河市表郷 不検出 5月11日20 5/9 じゃがいも 長崎県 不検出 5月11日21 5/9 お米 福島県 不検出 ５月22 5/10 給食丸ごと － 不検出 5月10日23 5/10 人参 徳島県 不検出 5月15日24 5/10 大根 千葉県 不検出 5月15日25 5/10 豚ひき肉 福島県 不検出 5月15日26 5/11 給食丸ごと － 不検出 5月11日27 5/11 さわら切身 韓国 不検出 5月16日28 5/11 きぬさや 群馬県 不検出 5月16日29 5/11 突きこんにゃく 白河市 不検出 5月16日30 5/15 給食丸ごと － 不検出 5月15日31 5/15 キャベツ 福島県 不検出 5月17日32 5/15 セロリー 静岡県 不検出 5月17日33 5/15 じゃがいも 長崎県 不検出 5月17日34 5/16 給食丸ごと － 不検出 5月16日



35 5/16 お米 福島県 不検出 5月36 5/16 ごぼう 栃木県 不検出 5月18日37 5/16 若鶏すじなしササミ 岩手県 不検出 5月18日38 5/16 絹豆腐 白河市表郷 不検出 5月18日39 5/17 給食丸ごと － 不検出 5月17日40 5/17 オレンジ アメリカ 不検出 5月21日41 5/17 ねぎ 白河市表郷 不検出 5月21日42 5/17 豚ばら肉 福島県 不検出 5月21日43 5/18 給食丸ごと － 不検出 5月18日44 5/18 もやし 郡山市 不検出 5月22日45 5/18 若鶏モモ肉(皮なし） 岩手県 不検出 5月22日46 5/18 きびなごカリカリフライ 山口県 不検出 5月22日47 5/21 給食丸ごと － 不検出 5月21日48 5/21 玉ねぎ 佐賀県 不検出 5月23日49 5/21 生揚げ 郡山市 不検出 5月23日50 5/22 給食丸ごと － 不検出 5月22日51 5/22 じゃがいも 鹿児島県 不検出 5月23日52 5/22 人参 徳島県 不検出 5月24日53 5/22 キャベツ 千葉県 不検出 5月24日54 5/22 ウインナー 北海道 不検出 5月24日55 5/23 給食丸ごと － 不検出 5月23日56 5/23 お米 福島県 不検出 5月57 5/23 青ピーマン 鹿児島県 不検出 5月25日58 5/23 きゅうり 白河市表郷 不検出 5月23日59 5/23 若鶏モモひき肉 岩手県 不検出 5月23日60 5/24 給食丸ごと － 不検出 5月61 5/24 大根 栃木県 不検出 5月28日62 5/24 ロースとんかつ 香川県 不検出 5月28日63 5/24 しらたき 白河市 不検出 5月28日64 5/25 給食丸ごと － 不検出 5月25日65 5/25 じゃがいも 鹿児島県 不検出 5月31日66 5/25 アスパラガス 白河市表郷 不検出 5月31日67 5/25 ミニトマト 白河市表郷 不検出 5月31日68 5/28 給食丸ごと － 不検出 5月28日69 5/28 お米 福島県 不検出 5月70 5/28 さつま揚げ 宮城県 不検出 6月1日71 5/28 えのき茸 福島県 不検出 6月1日72 5/31 給食丸ごと － 不検出 5月31日73 5/31 玉ねぎ 栃木県 不検出 6月4日74 5/31 豚モモ肉 福島県 不検出 6月4日75 5/31 しらたき 白河市 不検出 6月4日



1火 スパゲティナポリタン 牛乳肉だんごシャキシャキサラダ ウィンナー 鶏肉青大豆 かつお節 牛乳 スパゲティ上白糖 オリーブ油バター なたね油ノンエッグマヨネーズ にんじん ピーマントマト パセリ 玉葱 しめじ ねぎコーン れんこんごぼう だいこんキャベツ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 60723.620.93.3 kcalggg2水 ☆子どもの日祝い献立☆子どもの日祝い献立☆子どもの日祝い献立☆子どもの日祝い献立たけのこごはん 牛乳かつおの竜田揚げ磯あえあさりのすまし汁柏もち 油揚げ 鶏肉かつお あさり豆腐　小豆 牛乳のりわかめ 精白米 おおむぎ三温糖 かたくり粉麩 上新粉 さとう ごま なたね油 にんじんほうれんそうみつば たけのこグリンピースねぎ もやし干し椎茸 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 64833.915.14.8 kcalggg7月 わかめごはん 牛乳厚焼き玉子切り干し大根のきんぴらなめこのみそ汁 たまご さつま揚げ鶏肉 豆腐 みそ 牛乳わかめ 精白米 おおむぎこんにゃく 三温糖じゃがいも なたね油 ごま油 いんげん にんじんみつば 切干しだいこんごぼう なめこねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 57722.514.73.4 kcalggg8火 焼きそば 牛乳いかてり焼き豆サラダ 豚肉 いか大豆 大福豆金時豆 牛乳 焼きそばめん三温糖 なたね油 ごまごま油 にんじん ピーマンブロッコリー もやし キャベツ玉葱 だいこんコーン エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61133.814.63 kcalggg9水 焼き肉丼 牛乳ひじきとツナのサラダ大根と油揚げのみそ汁河内晩柑(かんきつ類) 豚肉  ツナ油揚げ みそ 牛乳ひじき 精白米 おおむぎ三温糖 じゃがいも ごま油 ごまなたね油ノンエッグマヨネーズ にんじん ピーマン 玉葱 もやしキャベツ きゅうりしめじ だいこんねぎ 河内晩柑 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 65225.822.43 kcalggg10木 食パン 牛乳ブルーベリージャムタンドリーチキングリーンサラダたまごスープ 鶏肉 ベーコンたまご 牛乳ヨーグルトわかめ 食パン上白糖 なたね油 ブロッコリーにんじん キャベツ きゅうり玉葱ブルーベリー エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62128.4203.2 kcalggg11金 麦ごはん　牛乳メンチカツスパゲティサラダじゃがいものみそ汁 豚肉 鶏肉 みそ豆腐 牛乳わかめ昆布 精白米 おおむぎスパゲッティパン粉 じゃがいも小麦粉 上白糖 なたね油 ごまごま油 にんじんブロッコリーほうれんそう キャベツ きゅうりコーン 玉葱 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 65021.219.72.5 kcalggg15火 ジャージャー麺　牛乳焼売ナムル 豚肉 鶏肉 みそ 牛乳 中華めん三温糖かたくり粉 ごま ごま油なたね油 にんじん こまつな もやし きゅうり玉葱 たけのこ干し椎茸だいこん エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 67228.921.24.1 kcalggg16水 麦ごはん　牛乳鰆の西京焼きおかかあえたけのこの煮物 さわら 西京みそかつお節 鶏肉さつま揚げ 牛乳 精白米 おおむぎ三温糖 じゃがいもこんにゃく なたね油 ほうれんそうにんじん 絹さや キャベツ もやしたけのこ干し椎茸 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 6102715.32.2 kcalggg17木 ☆５年２組希望献立☆５年２組希望献立☆５年２組希望献立☆５年２組希望献立きなこ揚げパン　牛乳スコッチエッグ海藻サラダミネストローネレモンソーダゼリー きな粉 ベーコン鶏肉 うずら卵たまご 牛乳チーズわかめ昆布 コッペパン粉糖 三温糖マカロニ パン粉じゃがいも小麦粉 なたね油 ごま油オリーブ油バター にんじん　パセリトマト だいこん きゅうりキャベツ 玉葱セロリーマッシュルームレモン エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 64920.623.62.6 kcalggg18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ささみの天ぷらごまあえ具だくさん汁 鶏肉 豆腐 油揚げみそ 牛乳のり 精白米 おおむぎてんぷら粉三温糖じゃがいも なたね油ごま こまつなにんじん もやし だいこんねぎ ごぼう干し椎茸 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 67327.617.32 kcalggg21月 豚キムチチャーハン　牛乳小松菜のナムルわかめスープオレンジ 豚肉 たまごいか 豆腐 牛乳わかめ 精白米 おおむぎ三温糖 かたくり粉 なたね油 ごま油ごま にんじんこまつな たけのこ ねぎはくさい もやし玉葱 コーンオレンジ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 59921.617.91.9 kcalggg22火 山菜うどん　牛乳きびなごフライごま酢あえ 鶏肉 油揚げたまごきびなご 牛乳わかめ ソフトめん三温糖 米粉かたくり粉 なたね油 ごま にんじん わらび たけのこなめこ ねぎ ごぼうキャベツ もやしきゅうり えのき茸 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 58426.817.13.7 kcalggg23水 麦ごはん　牛乳ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾃﾞﾐｸﾞﾗｿｰｽジャーマンポテトもやしのみそ汁 鶏肉 豚肉ベーコン 生揚げみそ 牛乳 精白米 おおむぎ三温糖 じゃがいもかたくり粉パン粉 小麦粉 バター パセリ こまつな マッシュルーム玉葱 もやしだいこん ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61323.919.32.8 kcalggg24木 黒糖パン　牛乳マカロニグラタンコーンサラダコンソメスープ 鶏肉 ウィンナー 牛乳チーズ コッペパン 黒砂糖マカロニパン粉じゃがいも なたね油 にんじんブロッコリーこまつなパセリ 玉葱 コーンマッシュルームキャベツ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 72427.224.53 kcalggg25金 ☆５年１組希望献立☆５年１組希望献立☆５年１組希望献立☆５年１組希望献立ナン・キーマカレー　牛乳ポテトサラダとちおとめアイス 鶏肉 大豆 ツナたまご 牛乳スキムミルク生クリーム ナンじゃがいもさとう なたね油ノンエッグマヨネーズ にんじんピーマントマト 玉葱 干しぶどうきゅうり いちごりんご エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 71626.726.24.2 kcalggg28月 ソースカツ丼　牛乳こんにゃくサラダ豆腐のみそ汁 豚肉 たまご豆腐 油揚げみそ 牛乳 精白米 おおむぎ中ざら糖 三温糖パン粉 小麦粉こんにゃく なたね油 ごま油 にんじんこまつな キャベツ もやしきゅうり だいこんしめじ ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 66923.320.53.8 kcalggg31木 アップルパン　牛乳ワカメサラダアスパラシチューミニトマト かつお ツナ鶏肉 牛乳わかめ コッペパンじゃがいもさとう バター さとう　　なたね油 アスパラガスにんじんミニトマト りんご だいこんきゅうりコーンしめじ 玉葱 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 70724.320.13 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。     本校でも給食で使用され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。

体の調子を整える   表郷小学校  表郷小学校  表郷小学校  表郷小学校

     ＊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。

　　　　　　　　　平成３０年度５月のこんだてよてい表　　　　　　　　　平成３０年度５月のこんだてよてい表　　　　　　　　　平成３０年度５月のこんだてよてい表　　　　　　　　　平成３０年度５月のこんだてよてい表日 献立名 赤の仲間 黄の仲間 緑の仲間 栄養価血や肉になる 熱や力の元になる
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