
　　【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 6/1 給食丸ごと － 不検出 6月1日2 6/1 キャベツ 福島県 不検出 6月5日3 6/1 ねぎ 白河市表郷 不検出 6月5日4 6/1 ニラ 白河市表郷 不検出 6月5日5 6/4 給食丸ごと － 不検出 6月4日6 6/4 鶏卵 福島県 不検出 6月6日7 6/4 きゅうり 白河市表郷 不検出 6月6日8 6/4 絹豆腐 白河市表郷 不検出 6月6日9 6/5 給食丸ごと － 不検出 6月5日10 6/5 じゃがいも 白河市表郷 不検出 6月7日11 6/5 豚モモ肉 福島県 不検出 6月7日12 6/5 ごぼう(千切り） 福島県 不検出 6月7日13 6/6 給食丸ごと － 不検出 6月6日14 6/6 お米 福島県 不検出 6月15 6/6 人参 埼玉県 不検出 6月8日16 6/6 板こんにゃく 白河市 不検出 6月8日17 6/7 給食丸ごと － 不検出 6月7日18 6/7 大根 栃木県 不検出 6月11日19 6/7 ねぎ 白河市表郷 不検出 6月11日20 6/7 若鶏モモ肉(皮なし） 岩手県 不検出 6月11日21 6/8 給食丸ごと － 不検出 6月8日22 6/8 キャベツ 千葉県 不検出 6月12日23 6/8 ミニトマト 白河市表郷 不検出 6月12日24 6/8 豚モモ肉 福島県 不検出 6月12日25 6/11 給食丸ごと － 不検出 6月11日26 6/11 もやし 郡山市 不検出 6月13日27 6/11 ごぼう 北海道 不検出 6月13日28 6/11 突くこんにゃく 白河市 不検出 6月13日29 6/12 給食丸ごと － 不検出 6月12日30 6/12 玉ねぎ 白河市表郷 不検出 6月14日31 6/12 きゅうり 白河市表郷 不検出 6月14日32 6/12 ウインナー 北海道 不検出 6月14日33 6/13 給食丸ごと － 不検出 6月13日34 6/13 お米 福島県 不検出 6月35 6/13 じゃがいも 長崎県 不検出 6月15日36 6/13 人参 埼玉県 不検出 6月15日37 6/13 豚モモ肉(脂肪なし） 福島県 不検出 6月15日38 6/14 給食丸ごと － 不検出 6月14日39 6/14 ねぎ 白河市表郷 不検出 6月18日40 6/14 若鶏モモひき肉 岩手県 不検出 6月18日41 6/15 給食丸ごと － 不検出 6月15日



42 6/15 ニラ 白河市表郷 不検出 6月19日43 6/15 安心逸品焼売 愛媛県 不検出 6月19日44 6/18 給食丸ごと － 不検出 6月18日45 6/18 もやし 郡山市 不検出 6月20日46 6/18 人参 栃木県 不検出 6月20日47 6/18 大根 白河市 不検出 6月20日48 6/19 給食丸ごと － 不検出 6月19日49 6/19 セロリー 静岡県 不検出 6月21日50 6/19 玉ねぎ 栃木県 不検出 6月21日51 6/19 しめじ 郡山市 不検出 6月21日52 6/20 給食丸ごと － 不検出 6月20日53 6/20 さつま揚げ 宮城県 不検出 6月22日54 6/20 ごぼう 栃木県 不検出 6月22日55 6/20 お米 福島県 不検出 6月56 6/21 給食丸ごと － 不検出 6月21日57 6/21 鶏卵 福島県 不検出 6月25日58 6/21 人参 栃木県 不検出 6月25日59 6/21 きゅうり 白河市表郷 不検出 6月25日60 6/22 給食丸ごと － 不検出 6月22日61 6/22 青ピーマン 茨城県 不検出 6月26日62 6/22 キャベツ 福島県 不検出 6月26日63 6/22 ウインナー 北海道 不検出 6月26日64 6/25 給食丸ごと － 不検出 6月25日65 6/25 生なめこ 福島県 不検出 6月27日66 6/25 豚モモ肉(脂肪なし） 福島県 不検出 6月27日67 6/25 さくらんぼ 山形県 不検出 6月27日68 6/26 給食丸ごと － 不検出 6月26日69 6/26 もやし 郡山市 不検出 6月29日70 6/26 ねぎ 白河市表郷 不検出 6月29日71 6/26 冷凍イカ短冊 ペルー 不検出 6月29日72 6/27 給食丸ごと － 不検出 6月27日73 6/27 お米 福島県 不検出 6月74 6/27 大根 白河市表郷 不検出 7月2日75 6/27 じゃがいも 白河市表郷 不検出 7月2日76 6/27 若鶏モモ肉(皮なし） 岩手県 不検出 7月2日77 6/29 給食丸ごと － 不検出 6月29日78 6/29 ねぎ 白河市表郷 不検出 7月3日79 6/29 人参 白河市表郷 不検出 7月3日



1金 いりこ若菜ごはん 牛乳鶏肉のピリカラ焼き茎わかめの煮物えのきのみそ汁 鶏肉 油揚げさつま揚げ生揚げ みそ 牛乳茎わかめちりめんじゃこ 精白米 おおむぎ三温糖こんにゃくじゃがいも ごま油 なたね油ごま にんじん だいこんえのきたけだいこん葉 ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 55825.316.53.7 kcalggg4月 麦ごはん 牛乳野菜と雑穀のかむふりかけししゃもフライなめ茸あえ肉じゃが 豚肉 生揚げししゃもかつお節 牛乳わかめこんぶ 精白米 おおむぎじゃがい ひえこんにゃく キヌア三温糖 小麦粉じゃがいも パン粉 なたね油 にんじんいんげんかぼちゃ だいこん 広島菜きゅうり 京菜えのきたけ玉葱 だいこん葉モロヘイヤ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61523.719.32.9 kcalggg5火 みそラーメン　牛乳餃子ナムル 豚肉 みそ 牛乳 中華めん三温糖　小麦粉パン粉 なたね油 ごまごま油 にんじん にらほうれんそう もやし キャベツねぎ だいこん玉葱 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61826.417.73.3 kcalggg6水 麦ごはん　牛乳豚肉の生姜焼きスパゲティサラダかきたま汁 豚肉 たまご豆腐 牛乳わかめこんぶ 精白米 おおむぎ三温糖スパゲティじゃがいも ごま なたね油ごま油 にんじん にらブロッコリー ねぎ レモンキャベツ りんごきゅうりコーン エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61723.822.22.3 kcalggg7木 ハニートースト　牛乳ごぼうサラダポークビーンズ ツナ 大豆豚肉 大福豆金時豆 牛乳 食パングラニュー糖はちみつじゃがいも三温糖 バター ごまなたね油ノンエッグマヨネーズ にんじんトマト ごぼう きゅうりキャベツ 玉葱 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 74027.125.42.7 kcalggg8金 ☆４年１組希望献立☆４年１組希望献立☆４年１組希望献立☆４年１組希望献立麦ごはん　牛乳さばのみそ煮ひじきのサラダ豚汁とちおとめアイス さば みそ 大豆豚肉 豆腐たまご 牛乳ひじき生クリームスキムミルク 精白米 おおむぎじゃがいもこんにゃくかたくり粉 なたね油バターノンエッグマヨネーズ にんじん キャベツきゅうり 玉葱ごぼうだいこんねぎ いちご エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 70628.222.62.6 kcalggg11月 麦ごはん 牛乳おかか佃煮厚焼き玉子レンコンきんぴら大根と油揚げのみそ汁 かつお節 たまご鶏肉 油揚げみそ 牛乳 精白米 おおむぎこんにゃく三温糖じゃがいも なたね油 にんじん いんげんこまつな ごぼう れんこんだいこん ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 56620.816.82.7 kcalggg12火 わかめうどん　牛乳豚しゃぶサラダミニトマト なると 鶏肉油揚げ 豚肉 牛乳わかめ ソフトめんこんにゃく なたね油 にんじんミニトマト ねぎ ごぼう干し椎茸 玉葱キャベツきゅうり エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 54625.813.53.5 kcalggg13水 麦ごはん　牛乳かつおの香味揚げ磯あえ田舎汁 かつお 油揚げうずら卵 牛乳のり 精白米 おおむぎかたくり粉こんにゃく ごまなたね油 ほうれんそうにんじん ねぎ もやしれんこんだいこん ごぼうえのきたけ干し椎茸 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 58626.616.62.4 kcalggg14木 セルフサンドパン　牛乳チリコンカンコーンサラダコンソメスープ 大豆 大福豆金時豆 豚肉ウィンナー 牛乳チーズ コッペパンじゃがいも なたね油 にんじんパセリ 玉葱 キャベツコーン きゅうりセロリ しめじ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 65429.921.92.9 kcalggg15金 ポークカレーライス　牛乳じゃこ入りナムル梅ゼリー 豚肉 牛乳チーズちりめんじゃこ 精白米 おおむぎじゃがいも三温糖 グラニュー糖 なたね油ごま油ごま にんじんほうれんそう 玉葱 コーングリンピースだいこん りんご梅 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 67022.220.63.6 kcalggg18月 三色ごはん　牛乳野菜のごま酢あえ凍み豆腐のみそ汁オレンジ 鶏肉 たまごツナ 凍り豆腐みそ 牛乳わかめ 精白米 おおむぎ三温糖 じゃがいも なたね油 ごま油ごま ほうれんそうにんじん グリンピースもやし キャベツだいこん ねぎオレンジ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 60525.117.92.9 kcalggg19火 八宝めん　牛乳焼売もやしのラー油あえ 豚肉 鶏肉 いかうずら卵 大豆 牛乳 中華めん小麦粉かたくり粉 ごま ごま油なたね油 にんじん にらほうれんそう 玉葱 キャベツきくらげもやし エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62528.420.73.3 kcalggg20水 ひじきごはん　牛乳ホキフライおひたしとうふのみそ汁 鶏肉 油揚げホキ かつお節豆腐 みそ 牛乳ひじきわかめ青さのり 精白米 おおむぎこんにゃく三温糖パン粉 なたね油 にんじんこまつな グリンピースごぼう 干し椎茸キャベツ 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 55024.115.63.2 kcalggg21木 黒糖パン　牛乳ポテトのチーズ焼きブロッコリーサラダマカロニスープ ウィンナー鶏肉 牛乳チーズ コッペパン 黒砂糖じゃがいもマカロニ なたね油 ブロッコリーにんじん パセリ コーン しめじマッシュルーム玉葱 だいこんセロリー キャベツ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 68125.6193 kcalggg22金 麦ごはん　牛乳ハンバーグおろしソースこんにゃくのきんぴらもやしのみそ汁 さつま揚げ青大豆 油揚げ豆腐 みそ 鶏肉豚肉 牛乳 精白米 おおむぎこんにゃく三温糖 小麦粉パン粉 なたね油ごま にんじんこまつな 大根 ごぼうもやしだいこん玉葱 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 59424.5193.3 kcalggg25月 ツナピラフ　牛乳ごぼうとチキンのサラダたまごスープヨーグルト ツナ 鶏肉ウィンナーたまご 牛乳ヨーグルト 精白米 おおむぎ バター ごまなたね油ノンエッグマヨネーズ にんじんほうれんそう 玉葱 グリンピ－スマッシュルームごぼう キャベツきゅうり コーン エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 6322423.11.5 kcalggg26火 スパゲティナポリタン　牛乳鶏肉のフルーツソース焼きフレンチサラダ ウィンナー鶏肉 牛乳チーズ スパゲティ上白糖 なたね油バター にんじんピーマントマト 玉葱マッシュルームキャベツ きゅうりコーン エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 57730.518.73.2 kcalggg27水 焼き肉丼　牛乳千草あえなめこのみそ汁さくらんぼ(佐藤錦) 豚肉 みそたまご 豆腐みそ 牛乳 精白米 おおむぎ三温糖 じゃがいも ごま油 ごまなたね油 にんじん ピーマンほうれんそう 玉葱 もやしキャベツ なめこねぎ さくらんぼ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61426.8183.2 kcalggg29金 麦ごはん　牛乳春巻き小松菜あえワンタンスープ いか なると大豆 豚肉 みそ 牛乳 精白米 おおむぎ三温糖 春雨 小麦粉かたくり粉 なたね油 ごま油ごま こまつな にんじんにら もやし キャベツ干し椎茸 ねぎ玉葱 たけのこ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 58317.819.12.2 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。

　　　　　　　　　平成３０年度６月のこんだてよてい表　　　　　　　　　平成３０年度６月のこんだてよてい表　　　　　　　　　平成３０年度６月のこんだてよてい表　　　　　　　　　平成３０年度６月のこんだてよてい表
  表郷小学校  表郷小学校  表郷小学校  表郷小学校栄養価血や肉になる 熱や力の元になる 体の調子を整える日 献立名 赤の仲間 黄の仲間 緑の仲間


	【HP用】H30_6月 表郷小
	1/2
	2/2

	H30.６月献立表(表郷小)

