
1 10 3 給食丸ごと － 不検出2 10 3 キャベツ 群馬県 不検出3 10 3 じゃがいも 北海道 不検出4 10 4 給食丸ごと － 不検出5 10 4 豚ﾓﾓ肉 秋田県 不検出6 10 4 もやし 郡山市 不検出7 10 5 給食丸ごと － 不検出8 10 5 玉葱 北海道 不検出9 10 5 ブロッコリー 長野県 不検出10 10 6 給食丸ごと － 不検出11 10 6 なめこ 群馬県 不検出12 10 6 豆腐 宮城県 不検出13 10 7 給食丸ごと － 不検出14 10 7 大根 青森県 不検出15 10 7 ねぎ 白河市 不検出16 10 11 給食丸ごと － 不検出17 10 11 里芋 白河市 不検出18 10 11 白菜 長野県 不検出19 10 12 給食丸ごと － 不検出20 10 12 シイタケ 白河市 不検出21 10 13 給食丸ごと － 不検出22 10 13 卵 福島県 不検出23 10 13 えのき 新潟県 不検出24 10 14 給食丸ごと － 不検出25 10 14 ほうれん草 会津若松市 不検出26 10 17 給食丸ごと － 不検出27 10 17 しめじ 茨城県 不検出28 10 17 人参 北海道 不検出29 10 18 給食丸ごと － 不検出30 10 18 小松菜 栃木県 不検出31 10 19 給食丸ごと － 不検出32 10 19 大根 青森県 不検出33 10 19 豆腐 宮城県 不検出34 10 20 給食丸ごと － 不検出35 10 20 じゃがいも 北海道 不検出36 10 20 にら 白河市 不検出37 10 21 給食丸ごと － 不検出38 10 21 鶏もも肉 岩手県 不検出39 10 24 給食丸ごと － 不検出40 10 24 ブロッコリー 福島県 不検出41 10 25 給食丸ごと － 不検出42 10 25 米 白河市 不検出43 10 25 玉葱 北海道 不検出44 10 26 給食丸ごと － 不検出45 10 26 ピーマン 岩手県 不検出46 10 27 給食丸ごと － 不検出47 10 27 きゅうり 白河市 不検出48 10 27 もやし 郡山市 不検出49 10 28 給食丸ごと － 不検出50 10 28 キャベツ 岩手県 不検出51 10 31 給食丸ごと － 不検出52 10 31 大根 青森県 不検出53 10 31 人参 北海道 不検出

【さくら保育園】【さくら保育園】【さくら保育園】【さくら保育園】

検体名 備考件数 検査日 産地 検査値



　 【わかば保育園】　 【わかば保育園】　 【わかば保育園】　 【わかば保育園】

1 10 3 給食丸ごと － 不検出2 10 3 鶏ささみ肉 北海道 不検出3 10 3 キャベツ 群馬県 不検出4 10 4 給食丸ごと － 不検出5 10 4 豚ﾓﾓ肉 福島県 不検出6 10 4 もやし 栃木県 不検出7 10 5 給食丸ごと － 不検出8 10 5 糸こんにゃく 福島県 不検出9 10 5 蕪 千葉県 不検出10 10 6 給食丸ごと － 不検出11 10 6 鶏むね肉 北海道 不検出12 10 6 木綿豆腐 福島県 不検出13 10 7 給食丸ごと － 不検出14 10 7 梨 福島県 不検出15 10 7 じゃがいも 北海道 不検出16 10 11 給食丸ごと － 不検出17 10 11 里芋 栃木県 不検出18 10 11 ごぼう 青森県 不検出19 10 12 給食丸ごと － 不検出20 10 12 人参 北海道 不検出21 10 12 大根 岩手県 不検出22 10 13 給食丸ごと － 不検出23 10 13 卵 福島県 不検出24 10 13 玉葱 北海道 不検出25 10 14 給食丸ごと － 不検出26 10 14 人参 北海道 不検出27 10 14 木綿豆腐 福島県 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



28 10 17 給食丸ごと － 不検出29 10 17 豚ひき肉 福島県 不検出30 10 17 しめじ 茨城県 不検出31 10 18 給食丸ごと － 不検出32 10 18 玉葱 北海道 不検出33 10 18 小松菜 茨城県 不検出34 10 19 給食丸ごと － 不検出35 10 19 豚ﾓﾓ肉 福島県 不検出36 10 19 じゃがいも 北海道 不検出37 10 20 給食丸ごと － 不検出38 10 20 えのきたけ 新潟県 不検出39 10 20 ほうれん草 栃木県 不検出40 10 21 給食丸ごと － 不検出41 10 21 木綿豆腐 福島県 不検出42 10 21 にら 栃木県 不検出43 10 24 給食丸ごと － 不検出44 10 24 人参 北海道 不検出45 10 24 鰤 長崎県 不検出46 10 25 給食丸ごと － 不検出47 10 25 鶏もも肉 北海道 不検出48 10 25 玉葱 北海道 不検出49 10 26 給食丸ごと － 不検出50 10 26 なめこ 山形県 不検出51 10 26 ピーマン 岩手県 不検出52 10 27 給食丸ごと － 不検出53 10 27 卵 福島県 不検出54 10 27 小松菜 栃木県 不検出55 10 28 給食丸ごと － 不検出56 10 28 長ねぎ 茨城県 不検出57 10 28 キャベツ 岩手県 不検出58 10 31 給食丸ごと － 不検出59 10 31 人参 北海道 不検出60 10 31 しめじ 茨城県 不検出



　【おもてごう保育園】　【おもてごう保育園】　【おもてごう保育園】　【おもてごう保育園】

1 10 3 給食丸ごと － 不検出2 10 3 キャベツ 群馬県 不検出3 10 4 給食丸ごと － 不検出4 10 4 ピーマン 福島県 不検出5 10 5 給食丸ごと － 不検出6 10 5 じゃがいも 北海道 不検出7 10 6 給食丸ごと － 不検出8 10 6 玉葱 北海道 不検出9 10 7 給食丸ごと － 不検出10 10 11 給食丸ごと － 不検出11 10 11 人参 北海道 不検出12 10 12 給食丸ごと － 不検出13 10 13 給食丸ごと － 不検出14 10 13 えのきだけ 新潟県 不検出15 10 14 給食丸ごと － 不検出16 10 17 給食丸ごと － 不検出17 10 17 小松菜 福島県 不検出18 10 18 給食丸ごと － 不検出19 10 18 生たまご 中島村 不検出20 10 19 給食丸ごと － 不検出21 10 19 ブロッコリー 長野県 不検出22 10 20 給食丸ごと － 不検出23 10 20 ほうれん草 福島県 不検出24 10 21 給食丸ごと － 不検出25 10 24 給食丸ごと － 不検出26 10 25 給食丸ごと － 不検出27 10 26 給食丸ごと － 不検出28 10 27 給食丸ごと － 不検出29 10 28 給食丸ごと － 不検出30 10 31 給食丸ごと － 不検出

件数 備考産地検体名検査日 検査値



　 【たいしん保育園】　 【たいしん保育園】　 【たいしん保育園】　 【たいしん保育園】

1 10 3 給食丸ごと － 不検出2 10 3 キャベツ 岩手県 不検出3 10 3 ロースハム 栃木県 不検出4 10 4 給食丸ごと － 不検出5 10 4 もやし 福島県 不検出6 10 4 ピーマン 岩手県 不検出7 10 5 給食丸ごと － 不検出8 10 5 玉葱 北海道 不検出9 10 5 かぶ 千葉県 不検出10 10 6 給食丸ごと － 不検出11 10 6 りんご 福島県 不検出12 10 6 ねぎ 茨城県 不検出13 10 7 給食丸ごと － 不検出14 10 7 きゅうり 福島県 不検出15 10 7 チンゲン菜 茨城県 不検出16 10 11 給食丸ごと － 不検出17 10 11 キャベツ 岩手県 不検出18 10 11 ねぎ 茨城県 不検出19 10 12 給食丸ごと － 不検出20 10 12 大根 岩手県 不検出21 10 12 しいたけ 福島県 不検出22 10 13 給食丸ごと － 不検出23 10 13 しめじ 長野県 不検出24 10 13 人参 北海道 不検出25 10 14 給食丸ごと － 不検出26 10 14 じゃがいも 北海道 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



27 10 14 白菜 茨城県 不検出28 10 17 給食丸ごと － 不検出29 10 17 しめじ 茨城県 不検出30 10 17 小松菜 栃木県 不検出31 10 18 給食丸ごと － 不検出32 10 18 豚肉 福島県 不検出33 10 18 きゅうり 泉崎村 不検出34 10 19 給食丸ごと － 不検出35 10 19 大根 青森県 不検出36 10 19 ブロッコリー 白河市 不検出37 10 20 給食丸ごと － 不検出38 10 20 りんご 青森県 不検出39 10 20 えのきたけ 新潟県 不検出40 10 21 給食丸ごと － 不検出41 10 21 じゃがいも 白河市 不検出42 10 21 にら 白河市 不検出43 10 24 給食丸ごと － 不検出44 10 24 豚肉 福島県 不検出45 10 24 ねぎ 白河市 不検出46 10 25 給食丸ごと － 不検出47 10 25 玉葱 北海道 不検出48 10 25 しいたけ 白河市 不検出49 10 26 給食丸ごと － 不検出50 10 26 じゃがいも 白河市 不検出51 10 26 小松菜 栃木県 不検出52 10 27 給食丸ごと － 不検出53 10 27 えのきたけ 新潟県 不検出54 10 27 きゅうり 泉崎村 不検出55 10 28 給食丸ごと － 不検出56 10 28 トマト 泉崎村 不検出57 10 28 キャベツ 群馬県 不検出58 10 31 給食丸ごと － 不検出59 10 31 しめじ 茨城県 不検出60 10 31 大根 青森県 不検出



　 【ひがし保育園】　 【ひがし保育園】　 【ひがし保育園】　 【ひがし保育園】

1 10 3 給食丸ごと － 不検出2 10 3 きゅうり 福島県 不検出3 10 3 じゃがいも 福島県 不検出4 10 4 給食丸ごと － 不検出5 10 4 梨 福島県 不検出6 10 4 もやし 郡山市 不検出7 10 5 給食丸ごと － 不検出8 10 5 かぶ 千葉県 不検出9 10 5 木綿豆腐 白河市表郷 不検出10 10 6 給食丸ごと － 不検出11 10 6 キャベツ 福島県 不検出12 10 6 卵 中島村 不検出13 10 7 給食丸ごと － 不検出14 10 7 長ねぎ 福島県 不検出15 10 7 大根 青森県 不検出16 10 11 給食丸ごと － 不検出17 10 11 里芋 白河市 不検出18 10 11 オレンジ 南アフリカ 不検出19 10 12 給食丸ごと － 不検出20 10 12 ごぼう 宮崎県 不検出21 10 12 油揚げ 郡山市 不検出22 10 13 給食丸ごと － 不検出23 10 13 じゃがいも 白河市 不検出24 10 13 えのきたけ 新潟県 不検出25 10 14 給食丸ごと － 不検出26 10 14 白菜 長野県 不検出

件数 備考産地検体名検査日 検査値



27 10 14 木綿豆腐 白河市表郷 不検出28 10 17 給食丸ごと － 不検出29 10 17 人参 北海道 不検出30 10 17 しめじ 山形県 不検出31 10 18 給食丸ごと － 不検出32 10 18 キャベツ 福島県 不検出33 10 18 小松菜 白河市 不検出34 10 19 給食丸ごと － 不検出35 10 19 はんぺん 東京都 不検出36 10 20 給食丸ごと － 不検出37 10 20 じゃがいも 北海道 不検出38 10 20 にら 福島県 不検出39 10 21 給食丸ごと － 不検出40 10 21 鶏もも肉 青森県 不検出41 10 24 給食丸ごと － 不検出42 10 24 ブロッコリー 長野県 不検出43 10 24 バナナ フィリピン 不検出44 10 25 給食丸ごと － 不検出45 10 25 じゃがいも 福島県 不検出46 10 25 オレンジ 南アフリカ 不検出47 10 26 給食丸ごと － 不検出48 10 26 玉葱 北海道 不検出49 10 26 ピーマン 茨城県 不検出50 10 27 給食丸ごと － 不検出51 10 27 小松菜 栃木県 不検出52 10 27 もやし 郡山市 不検出53 10 28 給食丸ごと － 不検出54 10 28 鶏もも肉 青森県 不検出55 10 31 給食丸ごと － 不検出56 10 31 人参 北海道 不検出57 10 31 木綿豆腐 白河市表郷 不検出



　 【白河みのり保育園】　 【白河みのり保育園】　 【白河みのり保育園】　 【白河みのり保育園】

1 10 3 給食丸ごと － 不検出2 10 4 給食丸ごと － 不検出3 10 5 給食丸ごと － 不検出4 10 6 給食丸ごと － 不検出5 10 7 給食丸ごと － 不検出6 10 11 給食丸ごと － 不検出7 10 12 給食丸ごと － 不検出8 10 13 給食丸ごと － 不検出9 10 14 給食丸ごと － 不検出10 10 17 給食丸ごと － 不検出11 10 17 板こんにゃく 白河市 不検出12 10 18 給食丸ごと － 不検出13 10 18 かぶ 白河市 不検出14 10 19 給食丸ごと － 不検出15 10 19 大根 青森県 不検出16 10 20 給食丸ごと － 不検出17 10 20 舞茸 長野県 不検出18 10 21 給食丸ごと － 不検出19 10 21 じゃがいも 青森県 不検出20 10 24 給食丸ごと － 不検出21 10 24 ねぎ 白河市 不検出22 10 25 給食丸ごと － 不検出23 10 25 ほうれん草 会津若松市 不検出24 10 27 給食丸ごと － 不検出25 10 27 きゅうり 白河市 不検出26 10 28 給食丸ごと － 不検出27 10 28 大豆水煮 北海道 不検出28 10 31 給食丸ごと － 不検出29 10 31 精米 白河市大信 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



　 【白河保育園 】　 【白河保育園 】　 【白河保育園 】　 【白河保育園 】

1 10 3 給食丸ごと － 不検出2 10 3 小松菜 栃木県 不検出3 10 4 給食丸ごと － 不検出4 10 4 キャベツ 白河市 不検出5 10 5 給食丸ごと － 不検出6 10 5 豚ﾓﾓ肉 福島県 不検出7 10 6 給食丸ごと － 不検出8 10 6 糸こんにゃく 白河市 不検出9 10 7 給食丸ごと － 不検出10 10 7 なめこ 群馬県 不検出11 10 11 給食丸ごと － 不検出12 10 11 ミニトマト 岩手県 不検出13 10 12 給食丸ごと － 不検出14 10 12 白菜 長野県 不検出15 10 14 給食丸ごと － 不検出16 10 14 しめじ 茨城県 不検出17 10 17 給食丸ごと － 不検出18 10 18 給食丸ごと － 不検出19 10 19 給食丸ごと － 不検出20 10 20 給食丸ごと － 不検出21 10 21 給食丸ごと － 不検出22 10 24 給食丸ごと － 不検出23 10 25 給食丸ごと － 不検出24 10 28 給食丸ごと － 不検出25 10 31 給食丸ごと － 不検出

備考件数 検査日 検体名 検査値産地



平成28年　10月分 ３歳未満児献立表３歳未満児献立表３歳未満児献立表３歳未満児献立表 共通献立

 3 時

10 時

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 485 kcal

煮魚

マカロニサラダ

キウイフルーツ 脂　質 14.2 ｇ

青菜スープ 食物繊維 3.6 ｇ

食塩相当 1.2 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 474 kcal

チキンフライ

コールスローサラダ

味噌汁 脂　質 17.4 ｇ

食物繊維 2.0 ｇ

食塩相当 1.9 ｇ

焼きそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal

きゅうりの中華和え

梨

卵スープ 脂　質 14.9 ｇ

食物繊維 4.3 ｇ

食塩相当 2.6 ｇ

ゆかりご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal

肉じゃが

ブロッコリーのお浸し

オレンジゼリー 脂　質 9.1 ｇ

味噌汁 食物繊維 3.8 ｇ

食塩相当 2.0 ｇ

親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 482 kcal

ひじきサラダ

りんご

なめこ汁 脂　質 13.2 ｇ

食物繊維 4.1 ｇ

食塩相当 2.3 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 479 kcal

エビチリ

大豆サラダ

梨 脂　質 15.4 ｇ

味噌汁 食物繊維 4.3 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

けんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal

カリカリサラダ

オレンジ

脂　質 8.8 ｇ

食物繊維 4.7 ｇ

食塩相当 3.7 ｇ

ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 470 kcal

かつおの竜田揚げ

付け合せ

キウイフルーツ 脂　質 16.1 ｇ

味噌汁 食物繊維 3.2 ｇ

食塩相当 1.8 ｇ

きのこカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal

和風サラダ

柿

わかめスープ 脂　質 13.9 ｇ

食物繊維 4.1 ｇ

食塩相当 2.3 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal

さんまの蒲焼

ほうれん草のシーチキン和え

グレープフルーツ 脂　質 18.5 ｇ

味噌汁 食物繊維 2.3 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal

生揚げのそぼろあんかけ

小松菜の磯和え

ヨーグルト 脂　質 11.4 ｇ

和風すいとん 食物繊維 3.9 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 485 kcal

煮込みハンバーグ

コーンサラダ

キウイフルーツ 脂　質 13.9 ｇ

かぶのスープ 食物繊維 3.7 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

深川めし ｴﾈﾙｷﾞｰ 483 kcal

竹輪のキャロット揚げ

ブロッコリーのおかか和え

味噌汁 脂　質 13.8 ｇ

食物繊維 4.2 ｇ

食塩相当 2.1 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal

マーボー豆腐

ほうれん草のごま和え

りんご 脂　質 17.1 ｇ

きのこ汁 食物繊維 3.8 ｇ

食塩相当 1.8 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal

鶏肉の甘酢あんかけ

ごぼうさらだ

柿 脂　質 16.2 ｇ

味噌汁 食物繊維 3.6 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

No.1

日

／

曜

献  立  名

材　  　料　　  名

お や つ 栄  養  価

熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

たんぱく質 16.5 ｇ

／

月月月月

3333

砂糖/マカロニ/精白米 よしきりさめ/ロース

ハム/花かつお

人参/きゅうり/玉葱/

グリンピース/キウイ

フルーツ/小松菜/えの

きたけ

牛乳

大学いも

りんご果汁

チーズ

たんぱく質 19.5 ｇ

／

火火火火

4444

小麦粉/パン粉/サラダ

油/じゃがいも/精白米

鶏ささみ/スキムミル

ク/卵/ロースハム/生

わかめ/煮干し

キャベツ/きゅうり/人

参/みかん缶/ほうれん

草

牛乳

ビスケット

ほうじ茶

ウエハース

たんぱく質 18.9 ｇ

／

水水水水

5555

サラダ油/砂糖/ごま油

/白ごま/蒸し中華麺

豚もも/青のり/ロース

ハム/卵/花かつお

人参/生椎茸/キャベツ

/もやし/ピーマン/玉

葱/ほうれん草/きゅう

り/もやし/梨/にら

牛乳

ゆかりおにぎり

麦茶

クラッカー

たんぱく質 16.9 ｇ

／

木木木木

6666

じゃがいも/糸こん/砂

糖/サラダ油/オレンジ

ゼリー/精白米

豚もも/木綿豆腐/油揚

げ/煮干し

人参/グリンピース/玉

葱/生椎茸/ブロッコ

リー/かぶ/ほうれん草

牛乳

プルーン蒸しパン

ほうじ茶

せんべい

たんぱく質 20.1 ｇ

／

金金金金

7777

砂糖/ホールコーン/白

ごま/サラダ油/じゃが

いも/精白米

鶏むね肉/卵/干ひじき

/木綿豆腐/煮干し

玉葱/根みつば/キャベ

ツ/きゅうり/人参/り

んご/なめこ/葉ねぎ

牛乳

せんべい

麦茶

おこし

たんぱく質 16.3 ｇ

／

火火火火

11111111

サラダ油/砂糖/片栗粉

/じゃがいも/精白米

しばえび/大豆/ロース

ハム/木綿豆腐/煮干し

にんにく/生姜/葱/人

参/きゅうり/キャベツ

/ミニトマト/梨/大根/

チンゲン菜

牛乳

大学かぼちゃ

ほうじ茶

卵ボーロ

たんぱく質 16.1 ｇ

／

水水水水

12121212

里芋/糸こん/小麦粉/

サラダ油/三温糖/乾麺

豚肩/油揚げ/木綿豆腐

/煮干し

ごぼう/大根/人参/葱/

白菜/きゅうり/キャベ

ツ/オレンジ

牛乳

菜めしおにぎり

オレンジ果汁

クラッカー

たんぱく質 24.0 ｇ

／

木木木木

13131313

砂糖/サラダ油/片栗粉

/じゃがいも/精白米

干ひじき/油揚げ/鶏む

ね肉/かつお/木綿豆腐

/煮干し

人参/グリンピース/生

椎茸/ごぼう/生姜/

キャベツ/キウイフ

ルーツ/大根

牛乳

せんべい

麦茶

チーズ

たんぱく質 15.7 ｇ

／

金金金金

14141414

じゃがいも/サラダ油/

ホールコーン/精白米

豚もも/ツナ缶/わかめ

/卵/花かつお

人参/玉葱/しめじ/え

のきたけ/えだまめ/に

んにく/きゅうり/キャ

ベツ/ミニトマト/柿/

葉ねぎ

牛乳

カステラ

麦茶

せんべい

たんぱく質 17.0 ｇ

／

月月月月

17171717

小麦粉/サラダ油/砂糖

/ごま油/じゃがいも/

精白米

さんま/わかめ/ツナ缶

/木綿豆腐/煮干し

ほうれん草/グレープ

フルーツ/白菜/人参

牛乳

せんべい

ほうじ茶

卵ボーロ

たんぱく質 18.3 ｇ

／

火火火火

18181818

砂糖/こんにゃく/サラ

ダ油/片栗粉/小麦粉/

白ごま/精白米

生揚げ/豚挽き肉/焼き

のり/ヨーグルト/油揚

げ/煮干し

生姜/玉葱/人参/生椎

茸/小松菜/大根/しめ

じ

牛乳

バナナ

麦茶

せんべい

たんぱく質 17.3 ｇ

／

水水水水

19191919

サラダ油/パン粉/砂糖

/ホールコーン/じゃが

いも/こっぺぱん

豚挽き肉/卵 玉葱/キャベツ/きゅう

り/人参/キウイフルー

ツ/かぶ/小松菜

牛乳

おにぎり

麦茶

おこし

たんぱく質 17.4 ｇ

／

木木木木

20202020

糸こん/サラダ油/砂糖

/小麦粉/じゃがいも/

精白米

豚もも/あさり/焼き竹

輪/卵/かつお/木綿豆

腐/煮干し

ごぼう/人参/グリン

ピース/ブロッコリー/

大根/ずいき

牛乳

さつまいもとりんごの重ね煮

ほうじ茶

ウエハース

たんぱく質 19.2 ｇ

／

金金金金

21212121

大豆油/砂糖/片栗粉/

ごま油/黒ごま/じゃが

いも/精白米

木綿豆腐/豚挽肉/煮干

し

葉ねぎ/人参/干椎茸/

生姜/にんにく/ほうれ

んそう/りんご/しめじ

/えのきたけ/まいたけ

牛乳

クッキー

ほうじ茶

せんべい

たんぱく質 14.1 ｇ

／

月月月月

24242424

片栗粉/サラダ油/砂糖

/ホールコーン/じゃが

いも/精白米

鶏もも肉/木綿豆腐/煮

干し

生姜/ごぼう/人参/え

だまめ/柿/にら

麦茶

ステックパン

りんご果汁

クラッカー



平成28年　10月分 ３歳未満児献立表３歳未満児献立表３歳未満児献立表３歳未満児献立表 共通献立 3 時10 時ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcalぶりの照り焼きたらこ人参ブロッコリーのお浸し 脂　質 18.4 ｇワンタンスープ 食物繊維 3.9 ｇ食塩相当量 1.5 ｇ鶏うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcalジャーマンポテトオレンジ 脂　質 16.2 ｇ食物繊維 3.8 ｇ食塩相当量 3.0 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal酢豚小松菜のしらす和えパイン缶 脂　質 14.0 ｇなめこ汁 食物繊維 2.8 ｇ食塩相当量 1.8 ｇビビンバ ｴﾈﾙｷﾞｰ 483 kcalキャベツの香り和えオレンジゼリー青菜スープ 脂　質 15.6 ｇ食物繊維 2.9 ｇ食塩相当量 1.3 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal鶏肉の味噌焼き付け合せひじき煮 脂　質 17.4 ｇ味噌汁 食物繊維 4.4 ｇ食塩相当量 1.4 ｇ※材料の入荷等の都合により、献立を変更することがありますが、ご了承ください。※安全が確認された食材や原乳を使用しております。産地についての問い合わせは、保育園に確認願います。★「社会食べ」って何？「社会食べ」って何？「社会食べ」って何？「社会食べ」って何？「社会食べ」って何？３歳ごろには自分で食べられるようになります。このころから、食事のマナーやルールを守り、家族や友達みんなで会話をしながら楽しく食べる「社会食べ」へと発達していきます。だからこそ、この時期に食生活の伝えていますか？食事のマナーや食卓ルール

ｇｇ17.1たんぱく質 17.4ほうじ茶 たんぱく質
ｇ21.6 ｇたんぱく質 19.7たんぱく質

牛乳 No.2たんぱく質 17.6 ｇ栄  養  価フライドポテト火火火火
日／曜 献  立  名

材　  　料　　  名

お や つ熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの25252525 砂糖/小麦粉/サラダ油/精白米 ぶり/たらこ/豚挽き肉 人参/ブロッコリー/にら/ねぎ/きくらげ／ 麦茶バナナ
木木木木 麦茶かりんとう牛乳せんべい27272727 片栗粉/サラダ油/砂糖/じゃがいも/精白米 豚もも/しらす干し/木綿豆腐/煮干し 生姜/人参/玉葱/生椎茸/ピーマン/小松菜/パイン缶/なめこ/葉ねぎ／ じゃがいも/有塩バター/乾麺
／ クッキー水水水水26262626 鶏もも肉/花かつお/ベーコン ねぎ/生椎茸/人参/ほうれん草/グリンピース/オレンジ 牛乳揚げパン
31313131 ごま油/じゃがいも/砂糖/サラダ油/精白米 豚ロース/干ひじき/大豆/鶏むね肉/油揚げ/わかめ/木綿豆腐/煮干し キャベツ/トマト/人参/グリンピース/ごぼう/ねぎ 牛乳りんご／月月月月 麦茶パイ菓子
／28282828 砂糖/ごま油/白ごま/オレンジゼリー/精白米 和牛もも/卵/花かつお 生姜/ほうれん草/もやし/人参/キャベツ/きゅうり/小松菜/えのきたけ 牛乳クッキー金金金金 ほうじ茶クラッカー

「社会食べ」へと発達していきます。だからこそ、この時期に食生活の基本的なルールを教え、マナーを身に付けさせることが大切なのです。★ どうしてる？食卓ルールの伝え方どうしてる？食卓ルールの伝え方どうしてる？食卓ルールの伝え方どうしてる？食卓ルールの伝え方こどもの様子を見て、必要な環境設定をし、教えていきます。大人も自分自身や家族の食生活を見直すよい機会になります。①家族でいっしょに食事をする。 ②食事の時はテレビを消す。団らんして、「心の安定」を図ります。食事は子どもの 子どもが「食事に集中」できる環境を整えます。心をキャッチできる絶好の場です。
③大人が見本を見せる。 ④毎日繰り返す。口を閉じて、よく噛んで食べます。何でも楽しく食べ 毎日繰り返される中で、しぜんに身につくよう工夫ましょう。 しましょう。

毎 日

スポーツの秋、身体をたくさん動かした後は 材料） 作り方食欲の秋！ 秋刀魚 ①秋刀魚は三枚おろしにする。秋の旬を美味しく味わいましょう！ 塩 ②①に塩、こしょうをし片栗粉をまぶす。こしょう ③②を油でから揚げにする。【さんま】 片栗粉 ④鍋に砂糖、醤油、みりんを入れ人煮立ちさせ秋の魚の代表として脂ののった秋刀魚が、魚売り場に並びます。 サラダ油 たれを作る。「秋刀魚」と書くように「刀」にようにキラキラ光っています。 砂糖 ⑤④に③を浸したら出来上がり。脳の働きを高める栄養素（ＤＨＣ）がたっぷり。 醤油秋刀魚を選ぶ時は、体全体に丸みがありヒレがピンと張っている、 みりん口先が黄色い、目の周りが透明などを参考に！
秋刀魚の蒲焼き秋刀魚の蒲焼き秋刀魚の蒲焼き秋刀魚の蒲焼き

口先が黄色い、目の周りが透明などを参考に！



平成28年10月分 ３歳以上児献立表３歳以上児献立表３歳以上児献立表３歳以上児献立表 共通献立 3 時10 時ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 465 kcal煮魚マカロニサラダキウイフルーツ 脂　質 19.3 ｇ青菜スープ 食物繊維 4.4 ｇ食塩相当量 1.3 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 483 kcalチキンフライコールスローサラダ味噌汁 脂　質 23.5 ｇ食物繊維 2.1 ｇ食塩相当量 2.3 ｇ焼きそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcalきゅうりの中華和え梨卵スープ 脂　質 18.2 ｇ食物繊維 4.1 ｇ食塩相当量 2.8 ｇゆかりご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal肉じゃがブロッコリーのお浸しオレンジゼリー 脂　質 13.9 ｇ味噌汁 食物繊維 5.0 ｇ食塩相当量 1.9 ｇ親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 473 kcalひじきサラダりんごなめこ汁 脂　質 19.2 ｇ食物繊維 5.1 ｇ食塩相当量 3.0 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 480 kcalエビチリ大豆サラダ梨 脂　質 21.8 ｇ味噌汁 食物繊維 5.9 ｇ食塩相当量 2.2 ｇけんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 429 kcalカリカリサラダオレンジ 脂　質 12.1 ｇ食物繊維 4.4 ｇ食塩相当量 3.0 ｇひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcalかつおの竜田揚げ付け合せキウイフルーツ 脂　質 21.1 ｇ味噌汁 食物繊維 3.9 ｇ食塩相当量 2.3 ｇきのこカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal和風サラダ柿わかめスープ 脂　質 20.0 ｇ食物繊維 5.4 ｇ食塩相当量 2.9 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcalさんまの蒲焼ほうれん草のシーチキン和えグレープフルーツ 脂　質 25.3 ｇ味噌汁 食物繊維 2.7 ｇ食塩相当量 2.1 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 4820 kcal生揚げのそぼろあんかけ小松菜の磯和えヨーグルト 脂　質 17.1 ｇ和風すいとん 食物繊維 4.4 ｇ食塩相当量 2.1 ｇこっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal煮込みハンバーグコーンサラダキウイフルーツ 脂　質 18.9 ｇかぶのスープ 食物繊維 3.9 ｇ食塩相当量 1.7 ｇ深川めし ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal竹輪のキャロット揚げブロッコリーのおかか和え味噌汁 脂　質 18.8 ｇ食物繊維 5.2 ｇ食塩相当量 2.5 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcalマーボー豆腐ほうれん草のごま和えりんご 脂　質 23.8 ｇきのこ汁 食物繊維 4.5 ｇ食塩相当量 2.1 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcal鶏肉の甘酢あんかけごぼうさらだ柿 脂　質 19.0 ｇ味噌汁 食物繊維 4.9 ｇ食塩相当量 2.2 ｇ

No.1日／曜 献  立  名

材　  　料　　  名

お や つ 栄  養  価熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの たんぱく質 19.7 ｇ／月月月月3333 砂糖/マカロニ/精白米 よしきりさめ/ロースハム/花かつお 人参/きゅうり/玉葱/グリンピース/キウイフルーツ/小松菜/えのきたけ 牛乳大学いも たんぱく質 23.9 ｇ／火火火火4444 小麦粉/パン粉/サラダ油/じゃがいも/精白米 鶏ささみ/スキムミルク/卵/ロースハム/生わかめ/煮干し キャベツ/きゅうり/人参/みかん缶/ほうれん草 牛乳ビスケット たんぱく質 22.5 ｇ／水水水水5555 サラダ油/砂糖/ごま油/白ごま/蒸し中華麺 豚もも/青のり/ロースハム/卵/花かつお 人参/生椎茸/キャベツ/もやし/ピーマン/玉葱/ほうれん草/きゅうり/もやし/梨/にら 牛乳ゆかりおにぎり
せんべい牛乳

たんぱく質 20.4 ｇ／木木木木6666 じゃがいも/糸こん/砂糖/サラダ油/オレンジゼリー/精白米 豚もも/木綿豆腐/油揚げ/煮干し 人参/グリンピース/玉葱/生椎茸/ブロッコリー/かぶ/ほうれん草 牛乳プルーン蒸しパン砂糖/ホールコーン/白ごま/サラダ油/じゃがいも/精白米 鶏むね肉/卵/干ひじき/木綿豆腐/煮干し 玉葱/根みつば/キャベツ/きゅうり/人参/りんご/なめこ/葉ねぎ金金金金
ｇ／ たんぱく質 20.6 ｇごぼう/大根/人参/葱/白菜/きゅうり/キャベツ/オレンジ たんぱく質 17.211111111 たんぱく質 25.1 ｇ／

水水水水
7777 牛乳

13131313 菜めしおにぎり
牛乳
牛乳サラダ油/砂糖/片栗粉/じゃがいも/精白米 しばえび/大豆/ロースハム/木綿豆腐/煮干し にんにく/生姜/葱/人参/きゅうり/キャベツ/ミニトマト/梨/大根/チンゲン菜／火火火火12121212 大学かぼちゃ
牛乳里芋/糸こん/小麦粉/サラダ油/三温糖/乾麺 豚肩/油揚げ/木綿豆腐/煮干し砂糖/サラダ油/片栗粉/じゃがいも/精白米 干ひじき/油揚げ/鶏むね肉/かつお/木綿豆腐/煮干し 人参/グリンピース/生椎茸/ごぼう/生姜/キャベツ/キウイフルーツ/大根 たんぱく質 28.8

ｇ／ たんぱく質 19.8 ｇｇ／木木木木14141414 せんべい
牛乳 たんぱく質 21.2

じゃがいも/サラダ油/ホールコーン/精白米 豚もも/ツナ缶/わかめ/卵/花かつお 人参/玉葱/しめじ/えのきたけ/えだまめ/にんにく/きゅうり/キャベツ/ミニトマト/柿/葉ねぎ／金金金金17171717 カステラ小麦粉/サラダ油/砂糖/ごま油/じゃがいも/精白米 さんま/わかめ/ツナ缶/木綿豆腐/煮干し ほうれん草/グレープフルーツ/白菜/人参 たんぱく質 22.6 ｇ月月月月18181818 せんべい牛乳砂糖/こんにゃく/サラダ油/片栗粉/小麦粉/白ごま/精白米 生揚げ/豚挽き肉/焼きのり/ヨーグルト/油揚げ/煮干し 生姜/玉葱/人参/生椎茸/小松菜/大根/しめじ／火火火火 バナナ牛乳
ｇ／ たんぱく質 21.8 ｇ水水水水20202020 おにぎり牛乳牛乳
ｇたんぱく質 19.819191919 サラダ油/パン粉/砂糖/ホールコーン/じゃがいも/こっぺぱん 豚挽き肉/卵 玉葱/キャベツ/きゅうり/人参/キウイフルーツ/かぶ/小松菜糸こん/サラダ油/砂糖/小麦粉/じゃがいも/精白米 豚もも/あさり/焼き竹輪/卵/かつお/木綿豆腐/煮干し ごぼう/人参/グリンピース/ブロッコリー/大根/ずいき／木木木木21212121 さつまいもとりんごの重ね煮

麦茶
／

ｇ／月月月月 ステックパン大豆油/砂糖/片栗粉/ごま油/黒ごま/じゃがいも/精白米 木綿豆腐/豚挽肉/煮干し 葉ねぎ/人参/干椎茸/生姜/にんにく/ほうれんそう/りんご/しめじ/えのきたけ/まいたけ たんぱく質 23.1片栗粉/サラダ油/砂糖/ホールコーン/じゃがいも/精白米 鶏もも肉/木綿豆腐/煮干し 生姜/ごぼう/人参/えだまめ/柿/にら たんぱく質 15.7金金金金24242424 クッキー



平成28年10月分 ３歳以上児献立表３歳以上児献立表３歳以上児献立表３歳以上児献立表 共通献立 No.2平成28年10月分 ３歳以上児献立表３歳以上児献立表３歳以上児献立表３歳以上児献立表 共通献立 No.2

 3 時

お や つ

日

献  立  名

材　  　料　　  名

栄  養  価

 3 時

10 時

お や つ

熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

／

曜

献  立  名

材　  　料　　  名

栄  養  価

10 時

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcal牛乳ぶり/たらこ/豚挽き肉 人参/ブロッコリー/に

お や つ

熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの曜

献  立  名

砂糖/小麦粉/サラダ油

栄  養  価

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcal

ぶりの照り焼き

牛乳

フライドポテト

ぶり/たらこ/豚挽き肉 人参/ブロッコリー/に

ら/ねぎ/きくらげ25252525

砂糖/小麦粉/サラダ油

/精白米

たんぱく質 22.3 ｇ

ぶりの照り焼き

たらこ人参

ブロッコリーのお浸し 脂　質 25.5 ｇ

フライドポテトら/ねぎ/きくらげ25252525 /精白米

／

たんぱく質 22.3 ｇ

ブロッコリーのお浸し 脂　質 25.5 ｇ

ワンタンスープ 食物繊維 4.2 ｇ

火火火火

／

ワンタンスープ 食物繊維 4.2 ｇ

食塩相当 1.9 ｇ

火火火火

食塩相当 1.9 ｇ

鶏うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 451 kcal牛乳

揚げパン26262626

じゃがいも/有塩バ

ター/乾麺

鶏もも肉/花かつお/

ベーコン

ねぎ/生椎茸/人参/ほ

うれん草/グリンピージャーマンポテト

オレンジ

揚げパン

ｇたんぱく質 19.8

26262626 ター/乾麺 ベーコン うれん草/グリンピー

ス/オレンジオレンジ

脂　質 21.9 ｇ

ｇ

／

たんぱく質 19.8

ス/オレンジ

脂　質 21.9 ｇ

食物繊維 3.4 ｇ

水水水水

食塩相当 2.2 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 456 kcal牛乳片栗粉/サラダ油/砂糖 豚もも/しらす干し/木 生姜/人参/玉葱/生椎

水水水水

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 456 kcal

酢豚

牛乳

せんべい27272727

片栗粉/サラダ油/砂糖

/じゃがいも/精白米

豚もも/しらす干し/木

綿豆腐/煮干し

生姜/人参/玉葱/生椎

茸/ピーマン/小松菜/

ｇたんぱく質 21.0

酢豚

小松菜のしらす和え

せんべい27272727 /じゃがいも/精白米 綿豆腐/煮干し 茸/ピーマン/小松菜/

パイン缶/なめこ/葉ね

ぎ

ｇ

／

たんぱく質 21.0

パイン缶 脂　質 18.6 ｇ

なめこ汁 食物繊維 3.3 ｇ

ぎ

／

木木木木

なめこ汁 食物繊維 3.3 ｇ

食塩相当 2.5 ｇ

木木木木

食塩相当 2.5 ｇ

ビビンバ ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal砂糖/ごま油/白ごま/ 和牛もも/卵/花かつお 生姜/ほうれん草/もや 牛乳

クッキー28282828キャベツの香り和え

オレンジゼリー

オレンジゼリー/精白

米

ｇたんぱく質 23.8

し/人参/キャベツ/

きゅうり/小松菜/えの

クッキー28282828

オレンジゼリー

青菜スープ 脂　質 20.7 ｇ

米

ｇ

／

たんぱく質 23.8

きゅうり/小松菜/えの

きたけ青菜スープ 脂　質 20.7 ｇ

食物繊維 3.0 ｇ

きたけ

金金金金
食物繊維 3.0 ｇ

食塩相当 1.5 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 439 kcalごま油/じゃがいも/砂 豚ロース/干ひじき/大 キャベツ/トマト/人参 牛乳

金金金金

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 439 kcal

鶏肉の味噌焼き

ｇ

31313131

ごま油/じゃがいも/砂

糖/サラダ油/精白米

豚ロース/干ひじき/大

豆/鶏むね肉/油揚げ/

キャベツ/トマト/人参

/グリンピース/ごぼう

牛乳

りんご

たんぱく質 26.3

鶏肉の味噌焼き

付け合せ

ｇ

31313131 糖/サラダ油/精白米 豆/鶏むね肉/油揚げ/

わかめ/木綿豆腐/煮干

し

/グリンピース/ごぼう

/ねぎ

りんご

／

たんぱく質 26.3

ひじき煮 脂　質 19.9 ｇ

味噌汁 食物繊維 5.3 ｇ

し

／

月月月月
味噌汁 食物繊維 5.3 ｇ

食塩相当 1.8 ｇ

月月月月

食塩相当 1.8 ｇ

※材料の入荷等の都合により、献立を変更することがありますが、ご了承ください。

※安全が確認された食材や原乳を使用しております。産地についての問い合わせは、保育園に確認願います。※安全が確認された食材や原乳を使用しております。産地についての問い合わせは、保育園に確認願います。

伝えていますか？食事のマナーや食卓ルール伝えていますか？食事のマナーや食卓ルール

★「社会食べ」って何？「社会食べ」って何？「社会食べ」って何？「社会食べ」って何？「社会食べ」って何？

３歳ごろには自分で食べられるようになります。このころから、食事の３歳ごろには自分で食べられるようになります。このころから、食事の

マナーやルールを守り、家族や友達みんなで会話をしながら楽しく食べるマナーやルールを守り、家族や友達みんなで会話をしながら楽しく食べる

「社会食べ」へと発達していきます。だからこそ、この時期に食生活の「社会食べ」へと発達していきます。だからこそ、この時期に食生活の

基本的なルールを教え、マナーを身に付けさせることが大切なのです。基本的なルールを教え、マナーを身に付けさせることが大切なのです。

★ どうしてる？食卓ルールの伝え方どうしてる？食卓ルールの伝え方どうしてる？食卓ルールの伝え方どうしてる？食卓ルールの伝え方★ どうしてる？食卓ルールの伝え方どうしてる？食卓ルールの伝え方どうしてる？食卓ルールの伝え方どうしてる？食卓ルールの伝え方

こどもの様子を見て、必要な環境設定をし、教えていきます。大人もこどもの様子を見て、必要な環境設定をし、教えていきます。大人も

自分自身や家族の食生活を見直すよい機会になります。自分自身や家族の食生活を見直すよい機会になります。

①家族でいっしょに食事をする。 ②食事の時はテレビを消す。①家族でいっしょに食事をする。 ②食事の時はテレビを消す。

団らんして、「心の安定」を図ります。食事は子どもの 子どもが「食事に集中」できる環境を整えます。団らんして、「心の安定」を図ります。食事は子どもの 子どもが「食事に集中」できる環境を整えます。

心をキャッチできる絶好の場です。

③大人が見本を見せる。 ④毎日繰り返す。③大人が見本を見せる。 ④毎日繰り返す。

口を閉じて、よく噛んで食べます。何でも楽しく食べ 毎日繰り返される中で、しぜんに身につくよう工夫口を閉じて、よく噛んで食べます。何でも楽しく食べ 毎日繰り返される中で、しぜんに身につくよう工夫

ましょう。 しましょう。

毎 日毎 日毎 日



 【西こども園 】 【西こども園 】 【西こども園 】 【西こども園 】

1 10 3 給食丸ごと － 不検出2 10 5 給食丸ごと － 不検出3 10 11 給食丸ごと － 不検出4 10 12 給食丸ごと － 不検出5 10 14 給食丸ごと － 不検出6 10 19 給食丸ごと － 不検出7 10 21 給食丸ごと － 不検出8 10 26 給食丸ごと － 不検出

備考件数 検査日 検体名 検査値産地



　　　　　　　献立作成者：　　小島友美　　　　　　　献立作成者：　　小島友美　　　　　　　献立作成者：　　小島友美　　　　　　　献立作成者：　　小島友美◎午前のおやつ材料　　〇午後のおやつ材料◎午前のおやつ材料　　〇午後のおやつ材料◎午前のおやつ材料　　〇午後のおやつ材料◎午前のおやつ材料　　〇午後のおやつ材料
月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金

3 4　　にこにこ給食 5 6　　にこにこ給食 7　３～５歳２号認定お弁当の日ごはん 牛乳 ごはん 野菜ジュース 油麩丼 牛乳 ごはん 麦茶 麩りかけごはん 鉄入牛乳かぶの味噌汁 サブレ きのこのすまし汁 おっとっと 豆腐のスープ ビスコ わかめの味噌汁 かっぱえびせん 油揚げの味噌汁 クッキー豚肉の生姜焼き 鶏肉の漬け焼き 三色お浸し ミートローフ かじきの和風ムニエルスパゲティーサラダ りんごジュース わかめの和え物 鉄入牛乳 梨 麦茶 キャベツのツナサラダ ココア コールスローサラダ 飲むヨーグルトキウイフルーツ ひねり揚げ オレンジ ★一口 ★フルーチェ ぶどう（巨峰） ★一口パイ バナナ 星食べよスイートポテト黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、砂糖 ◎牛乳、味噌 ねぎ、かぶ、かぶの葉 ごま、片栗粉 鶏肉、カニかまぼこ しめじ、えのきたけ 米、お麩、砂糖 ◎牛乳、豆腐 人参、万能ねぎ 米、砂糖、パン粉 味噌、○スキムミルク ケチャップ、人参 米、お麩 鰹節粉、油揚げ 切り干し大根、人参油、スパゲティー 豚肉、ハム キウイフルーツ ごま油、○砂糖 ○鉄入牛乳 人参、ほうれん草 卵、ハム 玉ねぎ、みつ葉 ○ココア、○パイ生地 合いびき肉、ツナ わかめ、キャベツ 小麦粉、バター かじき、味噌 青のり、キャベツマヨネーズ 油揚げ 玉ねぎ、きゅうり ○さつま芋、○バター ○卵、○スキムミルク もやし、オレンジ ○牛乳 きゅうり、もやし ○グラニュー糖 ○鉄入牛乳、○練乳 玉ねぎ、コーン、ねぎ ごま ◎鉄入牛乳、ハム えのき、万能ねぎ生姜、人参、○りんごジュース ○ホットケーキミックス、焼肉のたれ、米 わかめ、◎野菜ジュース ○カラースプレー ○ホイップクリーム 梨 ○きな粉、鉄入牛乳 スキムミルク グリンピース、巨峰 フレンチドレッシング ○飲むヨーグルト コーン、バナナ補ってほしい食材・・・・魚介類 補ってほしい食材・・・・大豆製品 補ってほしい食材・・・・海藻類 補ってほしい食材・・・・きのこ類 補ってほしい食材・・・・貝類
10　　　体育の日 11 12 13 14ごはん 麦茶 ミートソーススパゲティー ぶどうジュース もみじごはん 牛乳 麦茶卵スープ 動物ビスケット ポトフ 薄焼きせんべい 切り干し大根の味噌汁 ホームパイ クラッカー豚肉の味噌炒め 小松菜と卵の炒め物 さんまのごま焼きマカロニサラダ いちご牛乳 オレンジ 麦茶 ブロッコリーお浸し カルピス 牛乳

　Ｈ２8・10月献立表 （0～２才）　　

ごはん豚汁つくね団子キャベツのナムルマカロニサラダ いちご牛乳 オレンジ 麦茶 ブロッコリーお浸し カルピス 牛乳キウイフルーツ 三日月せんべい ★そぼろ バナナ ★じゃが芋 柿 ドーナッツおにぎり ボーロ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、砂糖、マカロニ 卵、豚肉、味噌 玉ねぎ、しいたけ スパゲティー、油 豚ひき肉、卵 ◎ぶどうジュース 米、○片栗粉 ◎牛乳、油揚げ 切り干し大根 米、里芋、砂糖 豚肉、鶏ひき肉 人参、大根、柿マヨネーズ、油 ○いちご牛乳 ちんげん菜、人参 オリーブ油、○米 粉チーズ、ハム 玉ねぎ、ピーマン ごま、○じゃが芋 かまぼこ、さんま 玉ねぎ、万能ねぎ 片栗粉、ごま 豆腐、味噌、卵 ごぼう、キャベツハム ピーマン、きゅうり ○砂糖、砂糖 ○鶏ひき肉 人参、なす、オレンジ 味噌 ブロッコリー ごま油 ○牛乳 万能ねぎ、玉ねぎキウイフルーツ ベーコン ケチャップ、小松菜 ○カルピス ○青のり、しめじ きゅうり、ねぎ白菜、トマトピューレ、○水菜、パセリ ○粉チーズ 人参、バナナ補ってほしい食材・・・・海藻類 補ってほしい食材・・・・魚介類 補ってほしい食材・・・・肉類 補ってほしい食材・・・・海藻類
17　　にこにこ給食 18 19 20 21  ２～５歳２号認定お弁当の日醤油ラーメン いちご牛乳 きのこごはん 牛乳 ごはん 麦茶 そぼろカレー オレンジジュース ごはん 麦茶チャーシュー 星たべよ わかめの味噌汁 ギンビスビスケット 玉ねぎの味噌汁 おっとっと わかめスープ ひねり揚げ 大根の味噌汁 鉄ウエハース麦茶 かじきの和風ソース掛け 野菜ジュース 大根と豚肉の炒め煮 牛乳 春雨サラダ 麦茶 鶏肉のケチャップ煮 鉄入牛乳バナナ ヨーグルト ★お麩の ほうれん草の和え物 ★ベジタブル 柿 ★さつま芋 ブロッコリーサラダ プチシューグレープフルーツ かみかみ キウイフルーツ ケーキ ボール オレンジトースト黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑中華麺、ごま油 ◎いちご牛乳 ねぎ、ほうれん草 ○お麩、小麦粉 ◎牛乳、ヨーグルト しいたけ、きゅうり 米、片栗粉 豆腐、味噌 玉ねぎ、ほうれん草 米、じゃが芋 豚ひき肉、ハム ◎オレンジジュース 米、小麦粉、油 味噌、鶏肉 大根、ねぎ、小松菜なると コーン、もやし、人参 砂糖、片栗粉、米 ○粉チーズ、油揚げ えのきたけ、人参 ○ホットケーキミックス 豚肉、かまぼこ 人参、大根 ごま油、マロニー 卵 玉ねぎ、人参 砂糖、マヨネーズ ハム、チーズ 玉ねぎ、ケチャップチャーシュー ニラ、バナナ マヨネーズ、ごま かじき、ハム、味噌 かぼちゃ、玉ねぎ ○バター、○砂糖 ○牛乳、○卵 万能ねぎ、○人参 砂糖、○さつま芋 ○スキムミルク わかめ、きゅうり ○鉄入牛乳 オレンジハム ○マヨネーズ グレープフルーツ、わかめ 油、砂糖 ○スキムミルク ○ほうれん草 ○砂糖、○バター 柿 ブロッコリー

かぼちゃのサラダニラの和え物

キャベツのナムル

玉ねぎドレッシング しめじ、○青のり、○野菜ジュース キウイフルーツ、○野菜ジュース ○ココア、片栗粉、カレー粉 しめじ補ってほしい食材・・・・海藻類 補ってほしい食材・・・・貝類 補ってほしい食材・・・・きのこ類 補ってほしい食材・・・・・大豆製品 補ってほしい食材・・・・海藻類



（０～２才）　　◎午前のおやつ材料　　〇午後のおやつ材料◎午前のおやつ材料　　〇午後のおやつ材料◎午前のおやつ材料　　〇午後のおやつ材料◎午前のおやつ材料　　〇午後のおやつ材料
月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金

24 25 26 27 28納豆ごはん 牛乳 けんちんうどん ぶどうジュース ごはん 麦茶 いちごジャムサンド 牛乳 麦茶ちんげん菜の味噌汁 アンパンマン カニかまの天ぷら かっぱえびせん わかめの味噌汁 鈴カステラ ハムチーズサンド ビスケット 小魚せんべい鮭の塩焼き ビスケット キャベツの塩昆布和え れんこん入り松風焼き コーンスープポテトサラダ カルピス オレンジ 牛乳 マカロニサラダ 野菜ジュース きのことブロッコリーソテー 麦茶 キャベツのおかか和え ココアりんご はと麦せんべい ★お麩の キウイフルーツ ★みそおやき バナナ ★ジャーマン グレープフルーツ クラッカーかりんとう ポテト黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、お麩、じゃが芋 ◎牛乳、納豆 人参、ちんげん菜 うどん、油、里芋 豚肉、○牛乳 ◎ぶどうジュース 米、片栗粉 豆腐、味噌、卵 わかめ、れんこん 食パン、バター ◎牛乳、ハム いちごジャム 米、片栗粉、油 味噌、鶏肉、ちくわ なめこ、大根、ねぎマヨネーズ 味噌、ハム、鮭 ねぎ、きゅうり、りんご てんぷら粉 カニかまぼこ 人参、白菜、しめじ 砂糖、○ごま 鶏ひき肉、ハム 玉ねぎ、ねぎ、人参 マーガリン チーズ、鉄入牛乳 コーンクリーム ○ココア 鰹節、○鉄入牛乳 人参、小松菜○カルピス ○お麩、○黒糖 ねぎ、大根、塩昆布 マカロニ、○米 ○味噌 きゅうり、○青のり マヨネーズ ○ベーコン コーン、えのきたけ お麩 ○スキムミルク グレープフルーツキャベツ、きゅうり ○片栗粉 ○しらす干し キウイフルーツ ○じゃが芋、○オリーブ油 しめじ、バナナ 野菜ふりかけ キャベツごま油 オレンジ マヨネーズ ○野菜ジュース 　　　　　　　　　　○玉ねぎ、○パセリ、ブロッコリー、パセリ 生姜、にんにく補ってほしい食材・・・・・きのこ類 補ってほしい食材・・・・・貝類 補ってほしい食材・・・・乳製品 補ってほしい食材・・・・魚介類 補ってほしい食材・・・・海藻類
31二色どんぶり りんごジュース ・主食 ＡＭ　飲み物豆腐のすまし汁 三日月せんべい ・汁、スープ類 ＡＭ　おやつほうれんそうのごま和え ・主菜

H28H28H28H28・10・10・10・10月献立表月献立表月献立表月献立表

なめこの味噌汁油麩の唐揚げ野菜ふりかけごはん

ほうれんそうのごま和え ・主菜オレンジ 麦茶 ・副菜 ＰＭ　飲み物プリン ・デザート類 ＰＭ　おやつ黄 赤 緑黄 赤 緑 血や筋肉になる 力や熱になる 体の調子を整えるごま、砂糖 豚ひき肉、卵 ◎りんごジュース米、油 牛乳、豆腐 ほうれん草、人参かまぼこ しょうが、えのきたけねぎ、万能ねぎオレンジ、グリンピース、もやし補ってほしい食材・・・・海藻類今月の平均値　　　　　エネルギー４８６ｋｃａｌ　　たんぱく質１６、１ｇ　　脂質1４、２ｇ　　食塩1、６ｇ    カルシウム２１３ｍｇ栄養目標量（１食）　　エネルギー４８０ｋｃal　　   たんぱく質１８、０ｇ 　　脂質１３、４ｇ    食塩１、８ｇ　　カルシウム２２５ｍｇ＊　献立は都合により変更になる時もありますのでご了承願います。　＊　保育園での給食（おやつを含む）では栄養が足りません。　　 必ず朝食を食べてから登園しましょう。＊　★がついたおやつは手作りです。*   園では、給食の放射能検査を行っています。
今月の郷土料理はけんちんうどんです！

もともとは精進料理として食べられてきた料理で、肉や魚は加えずに出汁も鰹節

や煮干しは使わず昆布や干ししいたけからとったものを用いました。鎌倉にある建

長寺の修行僧が作り建長汁がなまってけんちん汁になったと言われています。今

月の２５日に取り入れさせて頂きました！ *   園では、給食の放射能検査を行っています。
　　　　　　　献立作成者：　　小島友美　　　　　　　献立作成者：　　小島友美　　　　　　　献立作成者：　　小島友美　　　　　　　献立作成者：　　小島友美　Ｈ２8・10月献立表 （３～５才）　　

月の２５日に取り入れさせて頂きました！



　　　　　　　　　　　　　〇午後のおやつ材料　　　　　　　　　　　　　〇午後のおやつ材料　　　　　　　　　　　　　〇午後のおやつ材料　　　　　　　　　　　　　〇午後のおやつ材料
月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金

3 4　　にこにこ給食 5 6　　にこにこ給食 7　３～５歳２号認定お弁当の日ごはん ごはん 油麩丼 ごはんかぶの味噌汁 きのこのすまし汁 豆腐のスープ わかめの味噌汁豚肉の生姜焼き 鶏肉の漬け焼き 三色お浸し ミートローフスパゲティーサラダ りんごジュース わかめの和え物 鉄入牛乳 梨 麦茶 キャベツのツナサラダ ココア 飲むヨーグルトキウイフルーツ ひねり揚げ オレンジ ★一口 ★フルーチェ ぶどう（巨峰） ★一口パイ 星食べよスイートポテト 鉄ウエハース黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、砂糖 味噌 ねぎ、かぶ、かぶの葉 米、片栗粉○砂糖 鶏肉、カニかまぼこ しめじ、えのきたけ 米、お麩、砂糖 豆腐 人参、万能ねぎ 米、砂糖、パン粉 味噌、○スキムミルク ケチャップ、人参 ○飲むヨーグルト油、スパゲティー 豚肉、ハム キウイフルーツ ごま、○さつま芋 ○鉄入牛乳 人参、ほうれん草 卵、ハム 玉ねぎ、みつ葉 ○ココア、○パイ生地 合いびき肉、ツナ わかめ、キャベツマヨネーズ 油揚げ 玉ねぎ、きゅうり ごま油、○バター ○卵、○スキムミルク もやし、わかめ ○牛乳 きゅうり、もやし ○グラニュー糖 ○鉄入牛乳、○練乳 玉ねぎ、コーン、ねぎ生姜、人参、○りんごジュース ○ホットケーキミックス、焼肉のたれ オレンジ ○カラースプレー ○ホイップクリーム 梨 ○きな粉、鉄入牛乳 スキムミルク グリンピース、巨峰補ってほしい食材・・・・魚介類 補ってほしい食材・・・・大豆製品 補ってほしい食材・・・・海藻類 補ってほしい食材・・・・きのこ類 補ってほしい食材・・・・きのこ類
10　　　体育の日 11 12 13 14ごはん ミートソーススパゲティー もみじごはん卵スープ ポトフ 切り干し大根の味噌汁豚肉の味噌炒め いちご牛乳 小松菜と卵の炒め物 麦茶 さんまのごま焼き カルピス 牛乳マカロニサラダ ばかうけ オレンジ ★そぼろ ブロッコリーお浸し ★じゃが芋 ドーナッツキウイフルーツ おにぎり バナナ ボーロ 柿つくね団子キャベツのナムル豚汁ごはんキウイフルーツ おにぎり バナナ ボーロ 柿黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、砂糖、マカロニ 卵、豚肉、味噌 玉ねぎ、しいたけ スパゲティー、油 豚ひき肉、卵 トマトピューレ○水菜 米、○片栗粉 油揚げ 切り干し大根 米、里芋、砂糖 豚肉、鶏ひき肉 人参、大根、柿マヨネーズ、油 ○いちご牛乳 ちんげん菜、人参 オリーブ油、○米 粉チーズ、ハム 玉ねぎ、ピーマン ごま、○じゃが芋 かまぼこ、さんま 玉ねぎ、万能ねぎ 片栗粉、ごま 豆腐、味噌、卵 ごぼう、キャベツハム ピーマン、きゅうり ○砂糖、砂糖 ○鶏ひき肉 人参、なす、パセリ 味噌 ブロッコリー ごま油 ○牛乳 万能ねぎ、玉ねぎキウイフルーツ ベーコン ケチャップ、小松菜 ○カルピス ○青のり、人参 きゅうり、ねぎオレンジ、キャベツ、白菜 ○粉チーズ しめじ、バナナ補ってほしい食材・・・・海藻類 補ってほしい食材・・・・魚介類 補ってほしい食材・・・・肉類 補ってほしい食材・・・・海藻類
17　　にこにこ給食 18 19 20 21  ２～５歳２号認定お弁当の日醤油ラーメン きのこごはん ごはん そぼろカレーチャーシュー わかめの味噌汁 玉ねぎの味噌汁 わかめスープ麦茶 かじきの和風ソース掛け 野菜ジュース 大根と豚肉の炒め煮 牛乳 春雨サラダ 麦茶 鉄入牛乳バナナ ヨーグルト ★かみかみ ほうれん草の和え物 ★ベジタブル 柿 ★さつま芋 プチシューグレープフルーツ トースト キウイフルーツ ケーキ ボール黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑中華麺、ごま油 ハム ねぎ、ほうれん草 お麩、小麦粉 油揚げ、ヨーグルト しいたけ、きゅうり 米、片栗粉 豆腐、味噌 玉ねぎ、ほうれん草 米、じゃが芋 豚ひき肉、ハムなると コーン、もやし、人参 米、砂糖、片栗粉 ○粉チーズ えのきたけ、人参 ○ホットケーキミックス かまぼこ、豚肉 人参、大根 ごま油、マロニー 卵 玉ねぎ、人参チャーシュー ニラ、バナナ マヨネーズ○お麩 かじき、ハム、味噌 わかめ、玉ねぎ ○バター、○砂糖 ○牛乳、○卵 万能ねぎ、○人参 砂糖、○さつま芋 ○スキムミルク わかめ、きゅうり ○鉄入牛乳ごま、○マヨネーズ グレープフルーツ 油、砂糖 ○スキムミルク ○ほうれん草 ○砂糖、○バター 柿玉ねぎドレッシング しめじ、○青のり、○野菜ジュース、かぼちゃ キウイフルーツ、○野菜ジュース ○ココア、片栗粉、カレー粉補ってほしい食材・・・・海藻類 補ってほしい食材・・・・貝類 補ってほしい食材・・・・きのこ類 補ってほしい食材・・・・・大豆製品 補ってほしい食材・・・・海藻類

かぼちゃのサラダニラの和え物
（３～５才）　　　　　　　　　〇午後のおやつ材料　　　　　　　〇午後のおやつ材料　　　　　　　〇午後のおやつ材料　　　　　　　〇午後のおやつ材料H28H28H28H28・10・10・10・10月献立表月献立表月献立表月献立表



月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金

24 25 26 27 28納豆ごはん けんちんうどん ごはん いちごジャムサンドちんげん菜の味噌汁 カニかまの天ぷら わかめの味噌汁 ハムチーズサンド鮭の塩焼き キャベツの塩昆布和え れんこん入り松風焼き コーンスープポテトサラダ カルピス オレンジ 牛乳 マカロニサラダ 野菜ジュース きのことブロッコリーソテー 麦茶 キャベツのおかか和え ココアりんご はと麦せんべい ★お麩の キウイフルーツ ★みそおやき バナナ ★ジャーマン グレープフルーツ クラッカー鉄ウエハース かりんとう ポテト黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、お麩、じゃが芋 納豆 人参、ちんげん菜 うどん、油、里芋 豚肉、○牛乳 米、片栗粉 豆腐、味噌、卵 わかめ、れんこん 食パン、バター ハム いちごジャム 米、片栗粉、油 味噌、鶏肉、ちくわ なめこ、大根、ねぎマヨネーズ 味噌、ハム、鮭 ねぎ、きゅうり、りんご てんぷら粉 カニかまぼこ 人参、白菜、しめじ 砂糖、○ごま ハム、○味噌 玉ねぎ、ねぎ、人参 マーガリン チーズ、鉄入牛乳 コーンクリーム ○ココア 鰹節、○鉄入牛乳 人参、小松菜○カルピス ○お麩、○黒糖 ねぎ、大根、塩昆布 マカロニ、○米 鶏ひき肉 キウイフルーツ マヨネーズ ○ベーコン コーン、えのきたけ お麩 ○スキムミルク グレープフルーツキャベツ、きゅうり ○片栗粉 ○しらす干し ○青のり、きゅうり ○じゃが芋、○オリーブ油 しめじ、バナナ 野菜ふりかけ キャベツごま油 オレンジ マヨネーズ ○野菜ジュース 　　　　　　　　　　○玉ねぎ、○パセリ、ブロッコリー、パセリ 生姜、にんにく補ってほしい食材・・・・・きのこ類 補ってほしい食材・・・・・貝類 補ってほしい食材・・・・乳製品 補ってほしい食材・・・・魚介類 補ってほしい食材・・・・海藻類
31二色どんぶり ・主食 ＡＭ　飲み物豆腐のすまし汁 ・汁、スープ類 ＡＭ　おやつほうれんそうのごま和え ・主菜オレンジ 麦茶 ・副菜 ＰＭ　飲み物プリン ・デザート類 ＰＭ　おやつ

野菜ふりかけごはんなめこの味噌汁油麩の唐揚げ

黄 赤 緑黄 赤 緑 血や筋肉になる 力や熱になる 体の調子を整えるごま、砂糖 豚ひき肉、卵 グリンピース米、油 牛乳 ほうれん草、人参豆腐 しょうが、えのきたけかまぼこ ねぎ、万能ねぎオレンジ、もやし補ってほしい食材・・・・海藻類今月の平均値　　　　エネルギー５２５ｋｃal      たんぱく質１９、１ｇ　　　脂質１６、２ｇ　　食塩２、０　　　カルシウム２１０ｍｇ栄養目標量（１食）　　エネルギー５１０ｋｃal　   たんぱく質１９、１ｇ 　　脂質１５、９ｇ    食塩２、０ｇ　　カルシウム２４０ｍｇ＊　献立は都合により変更になる時もありますのでご了承願います。　＊　保育園での給食（おやつを含む）では栄養が足りません。　　 必ず朝食を食べてから登園しましょう。＊　★がついたおやつは手作りです。*   園では、給食の放射能検査を行っています。もともとは精進料理として食べられてきた料理で、肉や魚は加えずに出汁も鰹

節や煮干しは使わず昆布や干ししいたけからとったものを用いました。鎌倉にあ

る建長寺の修行僧が作り建長汁がなまってけんちん汁になったと言われていま

す。今月の２５日に取り入れさせて頂きました！

今月の郷土料理はけんちんうどんです！



 【丘の上保育園】 【丘の上保育園】 【丘の上保育園】 【丘の上保育園】

1 10 3 給食丸ごと － 不検出2 10 4 給食丸ごと － 不検出3 10 5 給食丸ごと － 不検出4 10 6 給食丸ごと － 不検出5 10 7 給食丸ごと － 不検出6 10 11 給食丸ごと － 不検出7 10 12 給食丸ごと － 不検出8 10 13 給食丸ごと － 不検出9 10 14 給食丸ごと － 不検出10 10 17 給食丸ごと － 不検出11 10 18 給食丸ごと － 不検出12 10 19 給食丸ごと － 不検出13 10 20 給食丸ごと － 不検出14 10 21 給食丸ごと － 不検出15 10 24 給食丸ごと － 不検出16 10 25 給食丸ごと － 不検出17 10 26 給食丸ごと － 不検出18 10 27 給食丸ごと － 不検出19 10 28 給食丸ごと － 不検出20 10 31 給食丸ごと － 不検出
　◆メニューの詳細は直接、丘の上保育園へお問い合わせ下さい。　◆メニューの詳細は直接、丘の上保育園へお問い合わせ下さい。　◆メニューの詳細は直接、丘の上保育園へお問い合わせ下さい。　◆メニューの詳細は直接、丘の上保育園へお問い合わせ下さい。

備考件数 検査日 検体名 検査値産地



　 【ニチイキッズ】　 【ニチイキッズ】　 【ニチイキッズ】　 【ニチイキッズ】

1 10 3 給食丸ごと － 不検出2 10 3 里芋 矢吹町 不検出3 10 4 給食丸ごと － 不検出4 10 4 玉葱 北海道 不検出5 10 5 給食丸ごと － 不検出6 10 5 小松菜 石川町 不検出7 10 6 給食丸ごと － 不検出8 10 6 かぶ 栃木県 不検出9 10 7 給食丸ごと － 不検出10 10 7 きゅうり 岩瀬村 不検出11 10 11 給食丸ごと － 不検出12 10 11 ｷｬﾍﾞﾂ 岩手県 不検出13 10 12 給食丸ごと － 不検出14 10 12 大根 青森県 不検出15 10 13 給食丸ごと － 不検出16 10 13 かぼちゃ 北海道 不検出17 10 14 給食丸ごと － 不検出18 10 14 さつまいも 茨城県 不検出19 10 17 給食丸ごと － 不検出20 10 17 ほうれん草 会津若松市 不検出21 10 18 給食丸ごと － 不検出22 10 18 牛乳 郡山市 不検出23 10 19 給食丸ごと － 不検出24 10 19 りんご 会津若松市 不検出25 10 20 給食丸ごと － 不検出26 10 20 れんこん 茨城県 不検出27 10 21 給食丸ごと － 不検出28 10 21 しめじ 山形県 不検出29 10 24 給食丸ごと － 不検出30 10 24 大根 青森県 不検出31 10 25 給食丸ごと － 不検出32 10 25 かぼちゃ 北海道 不検出33 10 26 給食丸ごと － 不検出34 10 26 里芋 矢吹町 不検出35 10 27 給食丸ごと － 不検出36 10 27 人参 北海道 不検出37 10 28 給食丸ごと － 不検出38 10 28 さつまいも 茨城県 不検出39 10 31 給食丸ごと － 不検出40 10 31 ほうれん草 会津若松市 不検出

件数 備考産地検体名検査日 検査値
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