
　　【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 8/27 お米 福島県 不検出 8月2 8/27 もやし 郡山市 不検出 8月28日3 8/27 きゅうり 白河市表郷 不検出 8月28日4 8/27 にがうり 白河市表郷 不検出 8月29日5 8/27 豚モモ肉 福島県 不検出 8月29日6 8/28 給食丸ごと － 不検出 8月28日7 8/28 キャベツ 群馬県 不検出 8月30日8 8/28 玉ねぎ 白河市表郷 不検出 8月30日9 8/28 じゃがいも 白河市表郷 不検出 8月30日10 8/29 給食丸ごと － 不検出 8月29日11 8/29 お米 福島県 不検出 8月12 8/29 ナス 白河市表郷 不検出 8月31日13 8/29 ズッキーニ 長野県 不検出 8月31日14 8/29 梨 白河市 不検出 8月31日15 8/30 給食丸ごと － 不検出 8月30日16 8/30 さつま揚げ 宮城県 不検出 9月3日17 8/30 人参 北海道 不検出 9月3日18 8/30 若鶏モモ肉(皮なし） 岩手県 不検出 9月3日19 8/31 給食丸ごと － 不検出 8月31日20 8/31 青ピーマン 白河市表郷 不検出 9月4日21 8/31 大根 青森県 不検出 9月4日22 8/31 豚モモ肉 福島県 不検出 9月4日



2月 麦ごはん　牛乳味付きおかか枝豆入り玉子焼き五目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 にんじんいんげん ごぼう だいこんねぎ 干し椎茸枝豆 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 59722.916.12.7 kcalggg3火 しょう油ラーメン　牛乳春巻きナムル うずら卵なると 大豆 牛乳 中華めん三温糖 春雨 なたね油ごま油 ほうれんそうこまつなにんじんにら しなちく ねぎもやし たけのこキャベツ 玉葱 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61126.118.14.3 kcalggg4水 わかめごはん　牛乳鮭の西京焼き塩こぶ入りおひたし凍み豆腐のみそ汁 鮭 みそ凍り豆腐 牛乳昆布わかめ 精白米 おおむぎ三温糖じゃがいも なたね油 にんじんこまつな もやし キャベツきゅうり なめこだいこん ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 57725.513.63 kcalggg5木 ピザトースト　牛乳ブロッコリーサラダズッキーニ入りポトフ ベーコン ツナウィンナー 牛乳チーズ 食パンじゃがいも オリーブ油 ピーマンブロッコリーにんじん だいこん きゅうり玉葱 ズッキーニキャベツ しめじコーン エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 71127.227.83.5 kcalggg6金 ☆七夕献立☆七夕献立☆七夕献立☆七夕献立ごもくずし　牛乳ごまあえそうめん汁水まんじゅう たまご 鶏肉たら 油揚なると 豆腐小豆 牛乳のり寒天 精白米 おおむぎ三温糖グラニュー糖 ごま にんじんこまつなみつば かんぴょう ごぼうグリンピースもやし 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 57322.713.13.9 kcalggg9月 豚キムチチャーハン　牛乳もやしのあえものわかめスープミニトマト 豚肉 たまごいか 豆腐 牛乳わかめ 精白米 おおむぎ三温糖 なたね油ごま油ごま にんじんミニトマト たけのこ ねぎはくさい きゅうり枝豆 もやし玉葱 コーン エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 59321.818.31.9 kcalggg10火 五目うどん　牛乳かぼちゃの天ぷらごま酢あえ なると 鶏肉油揚げ ツナたまご 牛乳わかめ ソフトめん三温糖小麦粉かたくり粉 なたね油ごま ほうれんそうにんじんかぼちゃ ごぼう 干し椎茸ねぎ キャベツもやし きゅうり エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62325.5172.8 kcalggg11水 麦ごはん　牛乳サバみそ煮千草あえのっぺい汁 サバ みそたまご 鶏肉油揚げ 牛乳 精白米 おおむぎ三温糖 さといも ほうれんそうにんじん もやし キャベツ干し椎茸 だいこんねぎ レンコン エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 59424.916.22.6 kcalggg12木 黒糖パン　牛乳肉だんごジャーマンポテトたまごスープ 鶏肉 ウィンナーたまご 牛乳わかめ コッペパン 黒砂糖じゃがいもパン粉かたくり粉 バターなたね油 にんじんパセリ 玉葱 ごぼうキャベツレンコン エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 69126.220.33.5 kcalggg13金 ☆４年２組・たんぽぽ学級☆４年２組・たんぽぽ学級☆４年２組・たんぽぽ学級☆４年２組・たんぽぽ学級希望献立希望献立希望献立希望献立ポークカレーライス　牛乳ダンドリーチキンコーンサラダレモンソーダゼリー 豚肉 鶏肉 牛乳チーズヨーグルト 精白米 おおむぎじゃがいも なたね油 にんじん 玉葱 グリンピースキャベツ コーンきゅうり レモンりんご エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 7842921.23.7 kcalggg17火 焼きそば　牛乳焼売わかめサラダすいか 豚肉 ツナ 牛乳わかめ 焼きそばめんかたくり粉上白糖小麦粉 なたね油 にんじんピーマン もやし キャベツ玉葱 だいこんきゅうり コーンすいか エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 64127.515.32.8 kcalggg18水 麦ごはん　牛乳いわしの蒲焼き磯あえ具だくさん汁 いわし 竹輪油揚げ 豆腐みそ 牛乳のり 精白米 おおむぎ三温糖 さといもかたくり粉 なたね油 ほうれんそうにんじん もやし きゅうりだいこん 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 60624.7212.6 kcalggg19木 セルフサンドパン　牛乳ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾃﾞﾐｸﾞﾗｿｰｽグリーンサラダマカロニスープ ツナ ウィンナー鶏肉 豚肉 牛乳 丸パン三温糖 上白糖マカロニ パン粉小麦粉 バターなたね油 にんじん キャベツ きゅうりコーン 玉葱グリンピース エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 67026.125.53.2 kcalggg28火 ☆３年１組希望献立☆３年１組希望献立☆３年１組希望献立☆３年１組希望献立冷やし中華風めん　牛乳枝豆焼売野菜あえレモンソーダゼリー たまご 鶏肉 牛乳 中華めん三温糖パン粉小麦粉 ごま油 ごま にんじん キャベツ もやしきゅうり レモンりんご 玉葱枝豆 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 7252716.96.7 kcalggg29水 麦ごはん　牛乳鮭の塩焼きゴーヤチャンプル大根のみそ汁 鮭 豚肉 豆腐たまご かつお節油揚げ　みそ 牛乳わかめ 精白米 おおむぎじゃがいも なたね油 にんじん ゴーヤ 玉葱もやし 干し椎茸だいこん ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 60226.917.52.5 kcalggg30木 セルフサンドパン　牛乳チリコンカンチーズ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 キャベツきゅうり コーンセロリ しめじ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 65930.2223.1 kcalggg31金 夏野菜カレーライス　牛乳海藻サラダ梨 豚肉 牛乳昆布わかめ 精白米 おおむぎじゃがいも三温糖 なたね油ごま油 かぼちゃにんじん 玉葱 なす コーンズッキーニ　梨だいこん　きゅうりキャベツ　りんご エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 66719.119.33 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。  ＊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。  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。
平成３０年度８月の献立予定表平成３０年度８月の献立予定表平成３０年度８月の献立予定表平成３０年度８月の献立予定表

　　　　　　　　　　　　平成３０年度７月の献立予定表　　　　　　　　　　　　平成３０年度７月の献立予定表　　　　　　　　　　　　平成３０年度７月の献立予定表　　　　　　　　　　　　平成３０年度７月の献立予定表 　　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
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