
　　【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 9/3 給食丸ごと － 不検出 9月3日2 9/3 ねぎ 白河市表郷 不検出 9月5日3 9/3 えのき茸 福島県 不検出 9月5日4 9/3 無塩漬けショルダースモーク 福島県 不検出 9月6日5 9/4 給食丸ごと － 不検出 9月4日6 9/4 きゅうり 白河市表郷 不検出 9月6日7 9/4 セロリー 長野県 不検出 9月6日8 9/5 給食丸ごと － 不検出 9月5日9 9/5 お米 福島県 不検出 ９月10 9/5 人参 北海道 不検出 9月10日11 9/5 国産キャベツメンチカツ 福岡県 不検出 9月10日12 9/6 給食丸ごと － 不検出 9月6日13 9/6 玉ねぎ 白河市表郷 不検出 9月11日14 9/6 もやし 郡山市 不検出 9月11日15 9/6 豚モモ肉 福島県 不検出 9月11日16 9/10 給食丸ごと － 不検出 9月10日17 9/10 ごぼう 栃木県 不検出 9月12日18 9/10 鶏卵 福島県 不検出 9月12日19 9/10 若鶏モモ肉(皮なし） 岩手県 不検出 9月12日20 9/11 給食丸ごと － 不検出 9月11日21 9/11 キャベツ 福島県 不検出 9月13日22 9/11 しめじ 福島県 不検出 9月13日23 9/11 ウインナー 北海道 不検出 9月13日24 9/12 給食丸ごと － 不検出 9月12日25 9/12 お米 福島県 不検出 ９月26 9/12 りんご 白河市 不検出 9月14日27 9/12 洗いさといも 宮崎県 不検出 9月14日28 9/12 絹豆腐 白河市表郷 不検出 9月14日29 9/13 給食丸ごと － 不検出 9月13日30 9/13 大根 福島県 不検出 9月18日31 9/13 ねぎ 白河市表郷 不検出 9月18日



32 9/13 人参 北海道 不検出 9月18日33 9/14 給食丸ごと － 不検出 9月14日34 9/14 きゅうり 白河市表郷 不検出 9月19日35 9/14 ニラ 白河市表郷 不検出 9月19日36 9/14 豚モモひき肉 福島県 不検出 9月19日37 9/18 給食丸ごと － 不検出 9月18日38 9/18 青ピーマン 白河市表郷 不検出 9月20日39 9/18 じゃがいも 白河市表郷 不検出 9月20日40 9/18 冷凍ボイルあさり 中国 不検出 9月20日41 9/19 給食丸ごと － 不検出 9月19日42 9/19 お米 福島県 不検出 9月43 9/19 ねぎ 白河市表郷 不検出 9月21日44 9/19 若鶏モモ肉(皮なし） 岩手県 不検出 9月21日45 9/19 糸こんにゃく 白河市 不検出 9月21日46 9/20 給食丸ごと － 不検出 9月20日47 9/20 玉ねぎ 白河市表郷 不検出 9月25日48 9/20 キャベツ 群馬県 不検出 9月25日49 9/20 冷凍青大豆 山形県 不検出 9月25日50 9/21 給食丸ごと － 不検出 9月21日51 9/21 豚モモ肉(脂身付き） 福島県 不検出 9月26日52 9/21 板こんにゃく 白河市 不検出 9月26日53 9/21 さつまいも(ダイス） 茨城県 不検出 9月26日54 9/25 給食丸ごと － 不検出 9月25日55 9/25 お米 福島県 不検出 9月56 9/25 若鶏すじなしササミ 岩手県 不検出 9月27日57 9/25 えのき茸 福島県 不検出 9月27日58 9/25 じゃがいも 白河市表郷 不検出 9月28日59 9/25 人参 北海道 不検出 9月28日60 9/26 給食丸ごと － 不検出 9月26日61 9/27 給食丸ごと － 不検出 9月27日62 9/28 給食丸ごと － 不検出 9月28日63 9/28 青ピーマン 白河市表郷 不検出 10月1日64 9/28 りんご 須賀川市 不検出 10月1日65 9/28 きゅうり 白河市表郷 不検出 10月2日66 9/28 鶏卵 福島県 不検出 10月2日



3月 わかめごはん　牛乳五目厚焼き玉子切り干し大根の煮物なめこのみそ汁 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 さやいんげんにんじん だいこん ごぼうなめこ ねぎれんこん干しいたけ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 5502214.83.3 kcalggg4火 焼きそば　牛乳餃子ツナあえ 豚肉 いか餃子 ツナ 牛乳あおのり 中華めん三温糖小麦粉 なたね油 ごま油ごま にんじんピーマンほうれんそう 玉葱 キャベツもやし コーンだいこんえだまめ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 6303115.94 kcalggg5水 納豆ごはん　牛乳ごまあえ田舎汁巨峰 納豆 鶏肉油揚げうずら卵 牛乳 精白米 おおむぎ三温糖こんにゃくかたくり粉 ごま なたね油 こまつなにんじん もやし えのきたけれんこん だいこんごぼう ねぎ巨峰 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 63724.619.32.5 kcalggg6木 ☆３年２組希望献立☆３年２組希望献立☆３年２組希望献立☆３年２組希望献立ハニートースト　牛乳海藻サラダミネストローネレモンソーダゼリー ベーコン 牛乳チーズわかめこんぶ 食パングラニュー糖はちみつ 三温糖マカロニじゃがいも バター ごま油オリーブ油 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りんご レモン エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 67219.723.82.7 kcalggg10月 麦ごはん　牛乳メンチカツスパゲティサラダ凍み豆腐のみそ汁 メンチカツ凍り豆腐みそ 牛乳わかめこんぶ 精白米 おおむぎスパゲッティ上白糖パン粉 なたね油 ごまごま油 にんじんブロッコリー キャベツ きゅうりコーン だいこんえのきたけ ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 63420.819.72.8 kcalggg11火 チャンポンめん　牛乳焼売もやしのラー油あえ 豚肉 いか あさりうずら卵 なると焼売 牛乳 中華めんかたくり粉 ごま油 なたね油 にんじんほうれんそう 干し椎茸 キャベツねぎ 玉葱 もやし エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 65430.321.54.5 kcalggg12水 麦ごはん　牛乳サバのごま衣焼き五目きんぴらかきたま汁 サバのごま衣焼き鶏肉 たまご豆腐 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 にんじんさやいんげんにら ごぼう ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 61627.319.82.4 kcalggg13木 黒糖パン　牛乳ポテトのチーズ焼きアーモンド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 なたね油アーモンドイタリアンドレッシング にんじんこまつなパセリ コーン しめじ玉葱 きゅうりキャベツえだまめ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 72026.922.62.8 kcalggg14金 三色ごはん　牛乳ひじきとツナのサラダ具だくさん汁りんご 鶏肉 たまご ツナ豆腐 油揚げみそ 牛乳ひじき 精白米 おおむぎ三温糖 さといも なたね油ノンエッグマヨネーズ にんじん グリンピースキャベツ きゅうりだいこん ねぎごぼう りんご エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 64624.822.62.5 kcalggg18火 ☆お月見献立☆お月見献立☆お月見献立☆お月見献立芋煮うどん　牛乳ほうれん草のあえものお月見だんご 牛肉 豆腐たまご 小豆 牛乳 ソフトめんさといも三温糖お月見だんご なたね油 ごま油ごま にんじんほうれんそう だいこん ごぼうしめじ ねぎコーン キャベツ干し椎茸 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 64025.115.63.5 kcalggg19水 麦ごはん　牛乳春巻き中華サラダマーボー豆腐 くらげ 豚肉豆腐 みそ春巻き 牛乳 精白米 おおむぎマロニー 三温糖かたくり粉春雨 なたね油 ごまごま油 にんじん にら きゅうり もやしたけのこ ねぎキャベツ干し椎茸 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 71925.725.22.9 kcalggg20木 セルフサンドパン　牛乳ウィンナーキャベツソテークラムチャウダー ウインナーあさりベーコン 牛乳 コッペパンじゃがいも なたね油バター ピーマン にんじんパセリ キャベツ 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 72927.9313.7 kcalggg21金 麦ごはん　牛乳鮭の三味焼きこんにゃく炒め豆腐のみそ汁 さけ みそ鶏肉 油揚げ豆腐 牛乳わかめ 精白米 おおむぎ三温糖こんにゃく ごま なたね油 にんじんさやいんげん ねぎ ごぼうだいこんしめじ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 54426.914.33.1 kcalggg25火 スパゲティナポリタン　牛乳ハムチーズピカタ野菜サラダ ウィンナーハムチーズピカタ青大豆 ツナ 牛乳 スパゲッティ なたね油 バターごまドレッシング にんじんピーマントマトパセリ 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 58723.122.52.6 kcalggg26水 さつまいもごはん　牛乳さんまおろし煮おひたし豚汁 さんまおろし煮かつお節豚肉 豆腐みそ 牛乳 精白米 おおむぎさつまいもさといもこんにゃく ごま なたね油 こまつなにんじん もやし キャベツごぼう だいこんねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62323.817.33.6 kcalggg27木 食パン　牛乳りんごジャム鶏肉のレモン醤油揚げポテトサラダわかめスープ 鶏肉　ハム 牛乳わかめ 食パンかたくり粉上白糖じゃがいも なたね油ノンエッグマヨネーズ パセリ にんじんこまつな レモン 玉葱きゅうり コーンえのきたけりんご エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 6472819.53 kcalggg28金 ポークカレーライス　牛乳コールスローサラダヨーグルト 豚肉 ツナ 牛乳ヨーグルトチーズ 精白米 おおむぎじゃがいも 上白糖 なたね油 にんじんパセリ 玉葱 グリンピースキャベツ きゅうりコーンりんご エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 72125.8223 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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