
　　【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 10/1 給食丸ごと － 不検出 10月1日2 10/1 お米 福島県 不検出 10月3 10/1 玉ねぎ 白河市表郷 不検出 10月5日4 10/1 豚モモ肉(脂身付き） 福島県 不検出 10月5日5 10/1 もやし 郡山市 不検出 10月5日6 10/4 給食丸ごと － 不検出 10月4日7 10/4 ねぎ 白河市表郷 不検出 10月9日8 10/4 ごぼう 栃木県 不検出 10月9日9 10/4 ミニ肉まん 愛知県 不検出 10月9日10 10/5 給食丸ごと － 不検出 10月5日11 10/5 大根 福島県 不検出 10月10日12 10/5 人参 北海道 不検出 10月10日13 10/9 給食丸ごと － 不検出 10月9日14 10/9 じゃがいも 白河市表郷 不検出 10月11日15 10/9 若鶏モモ肉(皮なし） 岩手県 不検出 10月11日16 10/9 しめじ 福島県 不検出 10月11日17 10/10 給食丸ごと － 不検出 10月10日18 10/10 お米 福島県 不検出 10月10日19 10/10 青ピーマン 白河市表郷 不検出 10月12日20 10/10 キャベツ 茨城県 不検出 10月12日21 10/11 給食丸ごと － 不検出 10月11日22 10/11 ごぼう 白河市表郷 不検出 10月15日23 10/11 ねぎ 白河市表郷 不検出 10月15日24 10/11 絹豆腐 白河市表郷 不検出 10月15日25 10/12 給食丸ごと － 不検出 10月12日26 10/12 なし 白河市 不検出 10月18日27 10/12 無塩漬けボンレススモーク 福島県 不検出 10月18日28 10/12 えのき茸 福島県 不検出 10月18日29 10/15 給食丸ごと － 不検出 10月15日30 10/15 お米 福島県 不検出 10月31 10/15 もやし 郡山市 不検出 10月19日32 10/15 洗いさといも 千葉県 不検出 10月19日33 10/15 生なめこ 福島県 不検出 10月19日



34 10/18 給食丸ごと － 不検出 10月18日35 10/18 人参 北海道 不検出 10月23日36 10/18 若鶏モモ肉(皮なし） 岩手県 不検出 10月23日37 10/18 さつまいも(スライス） 福島県 不検出 10月23日38 10/19 給食丸ごと － 不検出 10月19日39 10/19 ミカン 和歌山県 不検出 10月24日40 10/19 大根 白河市表郷 不検出 10月24日41 10/19 しらたき 白河市 不検出 10月24日42 10/19 味付きこだわりメンマ 中国 不検出 10月29日43 10/23 給食丸ごと － 不検出 10月23日44 10/23 キャベツ 福島県 不検出 10月25日45 10/23 玉ねぎ 北海道 不検出 10月25日46 10/23 豚モモ肉(脂肪なし） 福島県 不検出 10月25日47 10/24 給食丸ごと － 不検出 10月24日48 10/24 お米 福島県 不検出 10月49 10/24 鶏卵 福島県 不検出 10月26日50 10/24 ごぼう 白河市表郷 不検出 10月26日51 10/24 突きこんにゃく 白河市 不検出 10月26日52 10/25 給食丸ごと － 不検出 10月25日53 10/25 ねぎ 白河市表郷 不検出 10月29日54 10/26 給食丸ごと － 不検出 10月26日55 10/26 りんご 須賀川市 不検出 10月29日56 10/26 人参 北海道 不検出 10月30日57 10/26 きゅうり 白河市表郷 不検出 10月30日58 10/26 しめじ 福島県 不検出 10月30日59 10/29 給食丸ごと － 不検出 10月29日60 10/29 白菜 白河市表郷 不検出 10月31日61 10/29 さつま揚げ 宮城県 不検出 10月31日62 10/30 給食丸ごと － 不検出 10月30日63 10/30 じゃがいも 白河市表郷 不検出 11月1日64 10/30 ウインナー 北海道 不検出 11月1日65 10/30 キャベツ 福島県 不検出 11月1日66 10/31 給食丸ごと － 不検出 10月31日67 10/31 お米 福島県 不検出 10月68 10/31 玉ねぎ 北海道 不検出 11月2日69 10/31 きゅうり 白河市表郷 不検出 11月2日70 10/31 ごぼう千切り 青森県 不検出 11月2日



1月 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りんご 豚肉 みそ ツナ油揚げ 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 きゅうりだいこん ねぎりんご エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 65026.321.72.8 kcalggg4木 コッペパン 牛乳ラフランスジャムダンドリーチキングリーンサラダたまごスープ 鶏肉 たまごウィンナー 牛乳ヨーグルトわかめ コッペパン なたね油 ブロッコリー キャベツ きゅうりコーン 玉葱ラフランス エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 6132918.33.5 kcalggg5金 麦ごはん 牛乳小松菜のナムルさつま芋入り酢豚ブルーベリーゼリー 竹輪 豚肉 牛乳 精白米 おおむぎ三温糖 かたくり粉さつま芋 ごま油 ごまなたね油 小松菜 にんじんピーマン もやし 玉葱たけのこ干し椎茸ブルーベリー エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62919.217.71.5 kcalggg9火 白河ラーメン 牛乳ミニ肉まん切り干し大根サラダ うずら卵 なると鶏肉肉まん(豚肉) 牛乳わかめ 中華めん三温糖小麦粉 ごま油 ごま ほうれんそうにんじん メンマ ねぎきゅうり ごぼう切干しだいこん玉葱 たけのこ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62426.315.34.5 kcalggg10水 手巻きずし(酢めし) 牛乳のり・玉子焼き・たくあんいかスティックフライツナきゅうり豚汁 たまご 豚肉豆腐 みそ ツナいかスティック 牛乳のり 精白米さといもこんにゃくさとうかたくり粉 なたね油ノンエッグマヨネーズ にんじん だいこん 玉葱コーン きゅうりごぼう ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62225.219.93.7 kcalggg11木 黒糖パン 牛乳マカロニグラタン野菜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 パセリ ブロッコリーにんじん 玉葱 コーンマッシュルームキャベツ しめじ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 74828.723.13.4 kcalggg12金 ☆２年１組希望献立☆２年１組希望献立☆２年１組希望献立☆２年１組希望献立ナンキーマカレー 牛乳チーズサラダフローズンヨーグルト 鶏肉 大豆 牛乳ヨーグルトスキムミルクチーズ ナン なたね油さとう水あめ にんじん ピーマン 玉葱 干しぶどうキャベツ コーンきゅうり りんごトマト エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 71028.824.54 kcalggg15月 麦ごはん 牛乳ハンバーグおろしソースレンコンきんぴらかきたま汁 さつま揚げたまご豆腐ハンバーグ(鶏肉豚肉) 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 いんげん こまつなにんじん だいこん ごぼうれんこん ねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 62123.919.63 kcalggg18木 アップルパン 牛乳フレンチサラダホワイトシチュー梨 ハム 鶏肉 牛乳 コッペパン 上白糖じゃがいも オリーブ油なたね油 にんじん パセリ りんご キャベツきゅうり コーン玉葱 まいたけえのきたけ 梨 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 69923.919.62.6 kcalggg19金 栗ごはん 牛乳さんまの蒲焼き磯あえなめこのみそ汁 さんま 豆腐油揚げ みそ 牛乳のり 精白米三温糖さといも なたね油 ごま栗 ほうれんそうにんじん もやし なめこねぎ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 63022.5233.1 kcalggg23火 きつねうどん 牛乳さつまいもの天ぷらごま酢あえ なると 鶏肉油揚げ いか 牛乳わかめ ソフトめんさつまいも天ぷら粉三温糖 なたね油 ごま にんじんほうれんそう ねぎ ごぼう干し椎茸 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 63525.816.13.4 kcalggg24水 納豆ごはん 牛乳大根の塩こぶあえ肉じゃがみかん 納豆 豚肉生揚げ 牛乳昆布 精白米 おおむぎじゃがいも 三温糖麩 こんにゃく ごま油 なたね油 にんじんいんげん だいこん キャベツきゅうり 玉葱干し椎茸 みかん エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 63125.517.32.2 kcalggg25木 食パン 牛乳いちごジャムキャベツのサラダポークビーンズヨーグルト ツナ 大豆 大福豆金時豆 豚肉 牛乳ヨーグルト 食パン上白糖 じゃがいも三温糖 なたね油 にんじんブロッコリーパセリ キャベツ 玉葱いちご トマト エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 69629.819.12.6 kcalggg26金 麦ごはん 牛乳さばみそ煮大豆五目煮もずく入りかき玉汁 さば 大豆 鶏肉たまご みそ 牛乳昆布もずく 精白米 おおむぎこんにゃくじゃがいもかたくり粉 なたね油 にんじん ごぼう だいこん玉葱 えのきたけ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 59125.5182.5 kcalggg29月 豚キムチチャーハン 牛乳もやしのラー油あえ肉入りワンタンスープりんご 豚肉 たまごなると 牛乳 精白米 おおむぎ小麦粉 なたね油 ごま油 にんじんほうれんそう たけのこ ねぎはくさい もやしキャベツ 干し椎茸りんご　メンマ エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 58920.218.82.7 kcalggg30火 和風きのこスパゲティ 牛乳チキンのフルーツソースかぼちゃサラダ ウィンナー 鶏肉 牛乳チーズのり スパゲティかたくり粉 オリーブ油 バターノンエッグマヨネーズ ほうれんそうかぼちゃ にんじん 玉葱 しめじえのきたけきゅうり りんご桃 ぶどう エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 63231.424.54.1 kcalggg31水 麦ごはん 牛乳ホキ磯辺フライ卯の花炒り白菜のみそ汁 おから鶏肉 さつま揚げ油揚げ みそホキ磯辺フライ 牛乳わかめのり 精白米 おおむぎ三温糖 じゃがいもパン粉 小麦粉 なたね油 にんじん ねぎ ごぼうはくさい干し椎茸 エネルギーたんぱく質脂質食塩相当量 58923.417.52.9 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。

  表郷小学校  表郷小学校  表郷小学校  表郷小学校
　　　　　　　　　平成３０年度１０月の献立予定表　　　　　　　　　平成３０年度１０月の献立予定表　　　　　　　　　平成３０年度１０月の献立予定表　　　　　　　　　平成３０年度１０月の献立予定表

　　　　　　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。

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

　　　　　　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。＊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。

体の調子を整える
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