
1 11 1 給食丸ごと － 不検出2 11 1 もやし 郡山市 不検出3 11 1 さつまいも 千葉県 不検出4 11 2 給食丸ごと － 不検出5 11 2 りんご 青森県 不検出6 11 2 里芋 白河市 不検出7 11 4 給食丸ごと － 不検出8 11 4 ねぎ 白河市 不検出9 11 4 白菜 長野県 不検出10 11 7 給食丸ごと － 不検出11 11 7 きゅうり 群馬県 不検出12 11 7 キャベツ 群馬県 不検出13 11 8 給食丸ごと － 不検出14 11 8 玉葱 北海道 不検出15 11 8 椎茸 白河市 不検出16 11 9 給食丸ごと － 不検出17 11 9 じゃがいも 北海道 不検出18 11 9 豆腐 福島県 不検出19 11 10 給食丸ごと － 不検出20 11 10 卵 福島県 不検出21 11 10 豚ﾓﾓひき肉 秋田県 不検出22 11 11 給食丸ごと － 不検出23 11 11 みかん 佐賀県 不検出24 11 11 ごぼう 青森県 不検出25 11 14 給食丸ごと － 不検出26 11 14 ほうれん草 白河市 不検出27 11 15 給食丸ごと － 不検出28 11 15 人参 青森県 不検出29 11 15 えのき 新潟県 不検出30 11 16 給食丸ごと － 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



31 11 16 米 白河市 不検出32 11 16 ブロッコリー 白河市 不検出33 11 17 給食丸ごと － 不検出34 11 17 ピーマン 高知県 不検出35 11 18 給食丸ごと － 不検出36 11 18 キャベツ 茨城県 不検出37 11 18 鶏もも肉 岩手県 不検出38 11 21 給食丸ごと － 不検出39 11 21 にら 白河市 不検出40 11 21 豆腐 福島県 不検出41 11 22 給食丸ごと － 不検出42 11 22 かぼちゃ メキシコ 不検出43 11 24 給食丸ごと － 不検出44 11 24 里芋 白河市 不検出45 11 24 白菜 茨城県 不検出46 11 25 給食丸ごと － 不検出47 11 25 えのき 新潟県 不検出48 11 25 小松菜 白河市 不検出49 11 28 給食丸ごと － 不検出50 11 28 卵 福島県 不検出51 11 29 給食丸ごと － 不検出52 11 29 米 白河市 不検出53 11 29 じゃがいも 北海道 不検出54 11 30 給食丸ごと － 不検出55 11 30 玉葱 北海道 不検出



　 【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 11 1 給食丸ごと － 不検出2 11 1 きゅうり 栃木県 不検出3 11 1 豚ひき肉 福島県 不検出4 11 2 給食丸ごと － 不検出5 11 2 りんご 青森県 不検出6 11 2 じゃがいも 北海道 不検出7 11 4 給食丸ごと － 不検出8 11 4 糸こんにゃく 福島県 不検出9 11 4 白菜 茨城県 不検出10 11 7 給食丸ごと － 不検出11 11 7 豆腐 福島県 不検出12 11 7 キャベツ 茨城県 不検出13 11 8 給食丸ごと － 不検出14 11 8 玉葱 北海道 不検出15 11 8 ピーマン 高知県 不検出16 11 9 給食丸ごと － 不検出17 11 9 鶏ささ身肉 青森県 不検出18 11 9 人参 北海道 不検出19 11 10 給食丸ごと － 不検出20 11 10 卵 福島県 不検出21 11 10 長ねぎ 福岡県 不検出22 11 11 給食丸ごと － 不検出23 11 11 ごぼう 青森県 不検出24 11 11 もやし 栃木県 不検出25 11 14 給食丸ごと － 不検出26 11 14 蒟蒻 福島県 不検出27 11 14 大根 千葉県 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



28 11 15 給食丸ごと － 不検出29 11 15 牛ひき肉 福島県 不検出30 11 15 えのきたけ 新潟県 不検出31 11 16 給食丸ごと － 不検出32 11 16 卵 福島県 不検出33 11 16 小松菜 栃木県 不検出34 11 17 給食丸ごと － 不検出35 11 17 玉葱 北海道 不検出36 11 17 キャベツ 愛知県 不検出37 11 18 給食丸ごと － 不検出38 11 18 蒟蒻 福島県 不検出39 11 18 ほうれん草 栃木県 不検出40 11 21 給食丸ごと － 不検出41 11 21 木綿豆腐 福島県 不検出42 11 21 にら 栃木県 不検出43 11 22 給食丸ごと － 不検出44 11 22 じゃがいも 北海道 不検出45 11 22 蕪 福島県 不検出46 11 24 給食丸ごと － 不検出47 11 24 糸こんにゃく 福島県 不検出48 11 24 白菜 茨城県 不検出49 11 25 給食丸ごと － 不検出50 11 25 卵 福島県 不検出51 11 25 えのきたけ 新潟県 不検出52 11 28 給食丸ごと － 不検出53 11 28 鶏ひき肉 茨城県 不検出54 11 28 人参 北海道 不検出55 11 29 給食丸ごと － 不検出56 11 29 鶏もも肉 岩手県 不検出57 11 29 木綿豆腐 福島県 不検出58 11 30 給食丸ごと － 不検出59 11 30 玉葱 北海道 不検出60 11 30 じゃがいも 北海道 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 11 1 給食丸ごと － 不検出2 11 1 もやし 郡山市 不検出3 11 2 給食丸ごと － 不検出4 11 4 給食丸ごと － 不検出5 11 7 給食丸ごと － 不検出6 11 7 木綿豆腐 白河市表郷 不検出7 11 8 給食丸ごと － 不検出8 11 9 給食丸ごと － 不検出9 11 10 給食丸ごと － 不検出10 11 11 給食丸ごと － 不検出11 11 14 給食丸ごと － 不検出12 11 14 ほうれん草 福島県 不検出13 11 15 給食丸ごと － 不検出14 11 16 給食丸ごと － 不検出15 11 17 給食丸ごと － 不検出16 11 18 給食丸ごと － 不検出17 11 21 給食丸ごと － 不検出18 11 22 給食丸ごと － 不検出19 11 24 給食丸ごと － 不検出20 11 25 給食丸ごと － 不検出21 11 28 給食丸ごと － 不検出22 11 28 人参 千葉県 不検出23 11 29 給食丸ごと － 不検出24 11 29 チンゲン菜 福島県 不検出25 11 30 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 11 1 給食丸ごと － 不検出2 11 1 豚肉 福島県 不検出3 11 1 きゅうり 泉崎村 不検出4 11 2 給食丸ごと － 不検出5 11 2 りんご 青森県 不検出6 11 2 小松菜 栃木県 不検出7 11 4 給食丸ごと － 不検出8 11 4 白菜 白河市 不検出9 11 4 椎茸 白河市 不検出10 11 7 給食丸ごと － 不検出11 11 7 きゅうり 群馬県 不検出12 11 7 ロースハム 静岡県 不検出13 11 8 給食丸ごと － 不検出14 11 8 玉葱 北海道 不検出15 11 8 しめじ 茨城県 不検出16 11 9 給食丸ごと － 不検出17 11 9 キャベツ 茨城県 不検出18 11 9 ねぎ 白河市 不検出19 11 10 給食丸ごと － 不検出20 11 10 もやし 郡山市 不検出21 11 10 ピーマン 茨城県 不検出22 11 14 給食丸ごと － 不検出23 11 14 大根 矢吹町 不検出24 11 14 チンゲン菜 中島村 不検出25 11 15 給食丸ごと － 不検出26 11 15 えのきたけ 新潟県 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



27 11 15 キャベツ 神奈川県 不検出28 11 16 給食丸ごと － 不検出29 11 16 豚肉 福島県 不検出30 11 16 かぶ 福島県 不検出31 11 17 給食丸ごと － 不検出32 11 17 きゅうり 福島県 不検出33 11 17 人参 千葉県 不検出34 11 18 給食丸ごと － 不検出35 11 18 玉葱 北海道 不検出36 11 18 椎茸 福島県 不検出37 11 21 給食丸ごと － 不検出38 11 21 じゃがいも 北海道 不検出39 11 21 にら 茨城県 不検出40 11 22 給食丸ごと － 不検出41 11 22 大根 福島県 不検出42 11 22 ねぎ 茨城県 不検出43 11 24 給食丸ごと － 不検出44 11 24 白菜 福島県 不検出45 11 24 椎茸 福島県 不検出46 11 25 給食丸ごと － 不検出47 11 25 えのきたけ 新潟県 不検出48 11 25 小松菜 茨城県 不検出49 11 28 給食丸ごと － 不検出50 11 28 鶏肉 岩手県 不検出51 11 28 白菜 茨城県 不検出52 11 29 給食丸ごと － 不検出53 11 29 きゅうり 福島県 不検出54 11 29 チンゲン菜 茨城県 不検出55 11 30 給食丸ごと － 不検出56 11 30 玉葱 北海道 不検出57 11 30 にら 茨城県 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 11 1 給食丸ごと － 不検出2 11 1 柿 奈良県 不検出3 11 2 給食丸ごと － 不検出4 11 2 大根 青森県 不検出5 11 2 りんご 福島県 不検出6 11 4 給食丸ごと － 不検出7 11 4 白菜 茨城県 不検出8 11 4 長ねぎ 福島県 不検出9 11 7 給食丸ごと － 不検出10 11 7 鶏もも肉 奈良県 不検出11 11 8 給食丸ごと － 不検出12 11 8 えりんぎ 新潟県 不検出13 11 8 玉葱 北海道 不検出14 11 9 給食丸ごと － 不検出15 11 9 キャベツ 福島県 不検出16 11 9 鶏ささみ 青森県 不検出17 11 10 給食丸ごと － 不検出18 11 10 卵 中島村 不検出19 11 10 きゅうり 福島県 不検出20 11 11 給食丸ごと － 不検出21 11 11 ピーマン 高知県 不検出22 11 11 もやし 郡山市 不検出23 11 14 給食丸ごと － 不検出24 11 14 油揚げ 郡山市 不検出25 11 14 糸こんにゃく 白河市 不検出26 11 15 給食丸ごと － 不検出

件数 備考産地検体名検査日 検査値



27 11 15 えのきたけ 新潟県 不検出28 11 15 バナナ フィリピン 不検出29 11 16 給食丸ごと － 不検出30 11 16 かぶ 福島県 不検出31 11 17 給食丸ごと － 不検出32 11 17 玉葱 北海道 不検出33 11 17 しめじ 山形県 不検出34 11 18 給食丸ごと － 不検出35 11 18 鶏もも肉 青森県 不検出36 11 21 給食丸ごと － 不検出37 11 21 じゃがいも 北海道 不検出38 11 21 大根 福島県 不検出39 11 22 給食丸ごと － 不検出40 11 22 人参 茨城県 不検出41 11 22 長ねぎ 福島県 不検出42 11 24 給食丸ごと － 不検出43 11 24 白菜 福島県 不検出44 11 24 里芋 福島県 不検出45 11 25 給食丸ごと － 不検出46 11 25 みかん 和歌山県 不検出47 11 28 給食丸ごと － 不検出48 11 28 長ねぎ 福島県 不検出49 11 28 卵 中島村 不検出50 11 29 給食丸ごと － 不検出51 11 29 りんご 福島県 不検出52 11 30 給食丸ごと － 不検出53 11 30 じゃがいも 北海道 不検出54 11 30 玉葱 北海道 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 11 1 給食丸ごと － 不検出2 11 2 給食丸ごと － 不検出3 11 4 給食丸ごと － 不検出4 11 7 給食丸ごと － 不検出5 11 8 給食丸ごと － 不検出6 11 9 給食丸ごと － 不検出7 11 10 給食丸ごと － 不検出8 11 11 給食丸ごと － 不検出9 11 14 給食丸ごと － 不検出10 11 15 給食丸ごと － 不検出11 11 16 給食丸ごと － 不検出12 11 16 玉葱 北海道 不検出13 11 17 給食丸ごと － 不検出14 11 17 りんご 青森県 不検出15 11 18 給食丸ごと － 不検出16 11 18 キャベツ 茨城県 不検出17 11 21 給食丸ごと － 不検出18 11 21 木綿豆腐 福島県 不検出19 11 22 給食丸ごと － 不検出20 11 22 かぼちゃ メキシコ 不検出21 11 24 給食丸ごと － 不検出22 11 24 ごぼう 青森県 不検出23 11 25 給食丸ごと － 不検出24 11 25 焼き竹輪 青森県 不検出25 11 28 給食丸ごと － 不検出26 11 28 鶏ひき肉 茨城県 不検出27 11 29 給食丸ごと － 不検出28 11 29 チンゲン菜 静岡県 不検出29 11 30 給食丸ごと － 不検出30 11 30 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 11 1 給食丸ごと － 不検出2 11 1 しめじ 茨城県 不検出3 11 2 給食丸ごと － 不検出4 11 2 柿 和歌山県 不検出5 11 4 給食丸ごと － 不検出6 11 4 りんご 青森県 不検出7 11 7 給食丸ごと － 不検出8 11 7 白菜 茨城県 不検出9 11 8 給食丸ごと － 不検出10 11 8 にら 栃木県 不検出11 11 9 給食丸ごと － 不検出12 11 9 エリンギ 長野県 不検出13 11 10 給食丸ごと － 不検出14 11 10 さつまいも 茨城県 不検出15 11 11 給食丸ごと － 不検出16 11 11 きゅうり 栃木県 不検出17 11 14 給食丸ごと － 不検出18 11 14 精米 会津若松市 不検出19 11 15 給食丸ごと － 不検出20 11 15 ごぼう 青森県 不検出21 11 16 給食丸ごと － 不検出22 11 17 給食丸ごと － 不検出23 11 18 給食丸ごと － 不検出24 11 21 給食丸ごと － 不検出25 11 22 給食丸ごと － 不検出26 11 24 給食丸ごと － 不検出27 11 25 給食丸ごと － 不検出28 11 28 給食丸ごと － 不検出29 11 29 給食丸ごと － 不検出30 11 30 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　１１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 470 kcal

鮭のマヨネーズ焼き

ほうれん草ときのこのソテー

みかん 脂　質 12.4 ｇ

すいとん汁 食物繊維 3.6 ｇ

食塩相当 2.0 ｇ

じゃじゃうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal

さつまいものコロコロサラダ

柿

脂　質 12.8 ｇ

食物繊維 4.3 ｇ

食塩相当 3.1 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal

レバーのカレー炒め

里芋と生揚げの煮物

りんご 脂　質 11.5 ｇ

味噌汁 食物繊維 3.0 ｇ

食塩相当 1.3 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 469 kcal

すき焼き風煮

ブロッコリーのお浸し

バナナ 脂　質 14.7 ｇ

なめこ汁 食物繊維 4.2 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 469 kcal

かつおのごま味噌あえ

コールスローサラダ 脂　質 13.0 ｇ

オレンジ 食物繊維 2.5 ｇ

味噌汁 食塩相当 2.0 ｇ

ホットドック ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal

秋のきのこシチュー

キウイフルーツ

脂　質 21.5 ｇ

食物繊維 4.7 ｇ

食塩相当 1.9 ｇ

ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 452 kcal

揚げだし豆腐

キャベツとチキンサラダ

柿 脂　質 13.2 ｇ

味噌汁 食物繊維 3.7 ｇ

食塩相当 1.2 ｇ

五目チャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal

カリカリサラダ

りんごゼリー

わかめスープ 脂　質 12.4 ｇ

食物繊維 2.8 ｇ

食塩相当 3.2 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal

煮魚

野菜炒め

みかん 脂　質 12.9 ｇ

田舎汁 食物繊維 4.3 ｇ

食塩相当 1.6 ｇ

【七五三行事食】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal

味ご飯

鶏ささみのレモン漬け

もやしと錦糸卵のごま和え 脂　質 13.7 ｇ

ヨーグルト 食物繊維 3.5 ｇ

味噌汁 食塩相当 2.1 ｇ

ミートスパゲッティ ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal

ひじきサラダ

わかめとえのきのかき卵汁

脂　質 16.4 ｇ

食物繊維 4.4 ｇ

食塩相当 2.4 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 460 kcal

豆腐ハンバーグ

マッシュポテト

ブロッコリーのお浸し 脂　質 12.6 ｇ

かぶのスープ 食物繊維 2.1 ｇ

食塩相当 1.5 ｇ

大豆カレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 469 kcal

和風サラダ

りんご

すまし汁 脂　質 13.4 ｇ

食物繊維 4.2 ｇ

食塩相当 2.6 ｇ

納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal

かいか煮

キャベツの香り和え

みかん 脂　質 15.4 ｇ

春雨スープ 食物繊維 5.5 ｇ

食塩相当 1.3 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal

マーボー豆腐

ミルクゼリー

味噌汁 脂　質 13.2 ｇ

食物繊維 2.8 ｇ

食塩相当 2.3 ｇ

たんぱく質 19.0 ｇ

／

火火火火

22222222

砂糖/サラダ油/片栗粉

/黒ごま/ミルクゼリー

/じゃがいも/精白米

木綿豆腐/豚挽肉/生わ

かめ/煮干し

にら/人参/葱/生椎茸/

ほうれん草/ずいき

牛乳

カルシウムラスク

麦茶

おこし

たんぱく質 15.9 ｇ

／

月月月月

21212121

じゃがいも/こんにゃ

く/サラダ油/砂糖/春

雨/精白米

鶏もも/さつま揚げ/な

ると/卵/糸引納豆

人参/玉葱/生椎茸/

キャベツ/みかん/ほう

れん草/しめじ

牛乳

フライドポテト

ほうじ茶

クラッカー

たんぱく質 16.8 ｇ

／

金金金金

18181818

サラダ油/麩/精白米 鶏もも/大豆/わかめ/

木綿豆腐/花かつお

人参/玉葱/セロリー/

ピーマン/きゅうり/

キャベツ/ミニトマト/

りんご/根みつば/ほん

しめじ

牛乳

煎餅

麦茶

ウエハース

たんぱく質 15.2 ｇ

／

木木木木

17171717

パン粉/大豆油/じゃが

いも/ホールコーン缶/

精白米

木綿豆腐/豚挽肉/卵/

牛乳/生クリーム

玉葱/ブロッコリー/か

ぶ/小松菜

牛乳

おにぎり

ほうじ茶

ビスケット

たんぱく質 18.5 ｇ

／

水水水水

16161616

サラダ油/小麦粉/有塩

バター/ホールコーン

缶/白ごま/砂糖/スパ

ゲッティ

豚挽肉/牛挽肉/スキム

/干ひじき/生わかめ/

卵

にんにく/人参/玉葱/

ピーマン/キャベツ/

きゅうり/えのきたけ

牛乳

カステラ

オレンジ果汁

チーズ

たんぱく質 21.8 ｇ

／

火火火火

15151515

こんにゃく/砂糖/サラ

ダ油/片栗粉/白ごま/

精白米

油揚げ/刻み昆布/鶏さ

さみ/卵/ヨーグルト/

木綿豆腐/煮干し

人参/生椎茸/ごぼう/

レモン/キャベツ/もや

し/ほうれん草/大根/

チンゲン菜

牛乳

バナナ

ほうじ茶

かりんとう

たんぱく質 20.1 ｇ

／

月月月月

14141414

砂糖/サラダ油/じゃが

いも/精白米

よしきりさめ/豚もも/

絹ごし豆腐/さつま揚

げ/花かつお

キャベツ/人参/ピーマ

ン/生椎茸/玉葱/もや

し/みかん/ごぼう/干

椎茸/葱

牛乳

おからドーナツ

麦茶

煎餅

たんぱく質 15.0 ｇ

／

金金金金

11111111

ホールコーン缶/サラ

ダ油/小麦粉/三温糖/

精白米

卵/豚挽肉/わかめ/木

綿豆腐/花かつお

玉葱/生椎茸/人参/グ

リンピース/きゅうり/

キャベツ/葉ねぎ

牛乳

煎餅

ほうじ茶

卵ボーロ

たんぱく質 14.9 ｇ

／

木木木木

10101010

片栗粉/サラダ油/砂糖

/菜種油/三温糖/じゃ

がいも/精白米

木綿豆腐/鶏ささみ/煮

干し

葉ねぎ/キャベツ/きゅ

うり/柿/白菜/人参/ず

いき

牛乳

ふかしいも

麦茶

ウエハース

たんぱく質 19.3 ｇ

／

水水水水

9999

有塩バター/小麦粉/サ

ラダ油/こっぺぱん

ウインナー/大豆/鶏も

も/スキム

キャベツ/ピーマン/ほ

んしめじ/エリンギ/生

椎茸/人参/玉葱/キウ

イフルーツ

麦茶

おいなり

りんご果汁

チーズ

たんぱく質 20.9 ｇ

／

火火火火

8888

片栗粉/サラダ油/砂糖

/黒ごま/じゃがいも/

精白米

かつお/ロースハム/木

綿豆腐/煮干し

生姜/キャベツ/きゅう

り/人参/みかん缶/オ

レンジ/にら

牛乳

豆腐団子

ほうじ茶

クラッカー

たんぱく質 19.0 ｇ

／

月月月月

7777

糸こん/砂糖/サラダ油

/じゃがいも/精白米

豚もも/木綿豆腐/凍り

豆腐/生わかめ/煮干し

人参/干椎茸/葱/白菜/

絹さや/ブロッコリー/

バナナ/なめこ

牛乳

フレンチトースト

麦茶

ウエハース

たんぱく質 18.9 ｇ

／

金金金金

4444

サラダ油/砂糖/里芋/

片栗粉/精白米

鶏肝臓/生揚げ/木綿豆

腐/煮干し

にんにく/生姜/人参/

さやいんげん/りんご/

大根/小松菜

牛乳

パフケーキ

ほうじ茶

チーズ

たんぱく質 15.2 ｇ

／

水水水水

2222

ごま油/サラダ油/さつ

まいも/ホールコーン

缶/乾麺

豚挽肉/ロースハム 人参/たけのこ/きくら

げ/葱/にら/もやし/生

姜/にんにく/きゅうり

/レーズン/柿

牛乳

おにぎり

麦茶

煎餅

たんぱく質 21.3 ｇ

／

火火火火

1111

有塩バター/里芋/小麦

粉/片栗粉/白ごま/精

白米

鮭/ベーコン/鶏もも/

スキム/花かつお

ほうれん草/ほんしめ

じ/みかん/人参/生椎

茸/大根/小松菜

牛乳

クッキー

ほうじ茶

卵ボーロ

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



平成28年　１１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 474 kcalさっぱり生姜焼き付け合せかぼちゃのいとこ煮 脂　質 12.8 ｇ味噌汁 食物繊維 4.4 ｇ食塩相当量 1.2 ｇけんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 432 kcalブロッコリーのおかか和えパイン 脂　質 9.2 ｇ食物繊維 4.7 ｇ食塩相当量 2.4 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal竹輪のキャロット揚げひじき煮青菜スープ 脂　質 14.5 ｇ食物繊維 4.4 ｇ食塩相当量 1.4 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcal豆腐入り松風焼き温野菜オレンジゼリー 脂　質 16.6 ｇ味噌汁 食物繊維 3.6 ｇ食塩相当量 1.7 ｇロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 443 kcalマカロニのクリーム煮コールスローサラダ豆腐ときのこのスープ 脂　質 11.0 ｇ食物繊維 4.1 ｇ食塩相当量 2.1 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。　夕暮れがずいぶん早くなり、秋の深まりを感じるようになってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか？「子どもたちは風の子、元気な子」といいますが、やはり体調管理には気をつけてあげたいものです。　　皆さんが普段食べているごはん。そのごはんにはすごい 　　ごぼうは食物繊維が豊富で、便秘の解消に効果的です！　力があるってご存知でしたか。ごはん一杯に…… 　購入して、すぐに使用しない場合は、洗いごぼうよりも　・普通に歩いて１時間２０分のエネルギー 　泥つきの方が鮮度や風味を保ちやすいので、お勧めです。　・こっぺぱんの約４分の１の脂肪分 　また、皮の近くにうま味や香りがあるため、たわしで　・牛乳コップ一杯のタンパク質 　こするか、包丁の背でこそげ取るようにして、皮をむき　・セロリー一本分の食物繊維 　すぎないようにするのが調理ポイントです。　・キャベツの葉２枚分のビタミン 　　サラダや豚汁、野菜チップなど試してみてください。　・ほうれん草１～２枚分の鉄分 　豊かな風味が出るので、調味料も節約でき、減塩にも　こんなにすごい力のあるごはん、食べなきゃもったいない 　つながります。　ですね。
　　　　　ずっと健康に過ごすために、食事を選ぶ力をみにつけよう！　　食の様々な経験をすることから期待できる”子ども像”何かあると 　　　★　食べものを話題にする子ども　思いますか？今小さな子ども達も大きくなって自分で食事を選び食 　　  ★　食事作り・準備に関わる子ども　　  ★　食事作り・準備に関わる子ども　　  ★　食事作り・準備に関わる子ども　　  ★　食事作り・準備に関わる子ども　べるようになります。その時果たして、みんなは”健康的な”食生 　　　★　一緒に食べたい人がいる子ども　活を送っているでしょうか？小さい頃からの食の経験を通して、主食、 　　  ★　お腹がすくリズムの持てる子ども　　  ★　お腹がすくリズムの持てる子ども　　  ★　お腹がすくリズムの持てる子ども　　  ★　お腹がすくリズムの持てる子ども　主菜、副菜、汁物、果物、乳製品、そして、適度な菓子類という風に 　　　★　食べたいもの・好きなものが増える　バランスよく食事ができるように、今からの食生活を大事にしてほし 　　　　　子ども　いと思います。 　　　１１月１５日　　昆布の日　昆布を食べて子ども達が元気に育つことを願い七五三の日に設定。　日本の国内生産量のほとんどが北海道産。昆布の旨味グルタミン酸は、かつお節や椎茸、豚肉などと併せると相乗効果で美味しさを引き出します。

／29292929 パン粉/黒ごま/サラダ油/オレンジゼリー/じゃがいも/精白米 鶏挽肉/卵/木綿豆腐/焼きのり/油揚げ/煮干し 玉葱/葉ねぎ/生姜/かぼちゃ/人参/ブロッコリー/白菜 牛乳煮干しかりんとう火火火火 ほうじ茶クラッカー30303030 マカロニ/じゃがいも/大豆油/小麦粉/有塩バター/ホールコーン缶/サラダ油/ごま油/ロールパン 鶏もも/牛乳/スキム/木綿豆腐 玉葱/グリンピース/人参/マッシュルーム/キャベツ/きゅうり/みかん缶/チンゲン菜/えのきたけ 気になる野菜せんべい／水水水水 麦茶りんご

／ 里芋/糸こん/サラダ油/乾麺
／ 煎餅金金金金25252525 豚肩/油揚げ/木綿豆腐/煮干し/花かつお ごぼう/大根/葱/白菜/生椎茸/ブロッコリー/パイナップル 牛乳マドレーヌ
月月月月 麦茶ウエハース牛乳さつまいもとりんごの重ね煮28282828 小麦粉/サラダ油/じゃがいも/砂糖/精白米 焼き竹輪/卵/干ひじき/大豆/鶏むね/油揚げ/木綿豆腐/花かつお 人参/グリンピース/ごぼう/小松菜/えのきたけ
木木木木
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24242424 三温糖/サラダ油/じゃがいも/精白米 豚肩ロース/茹小豆/油揚げ/煮干し 生姜/大根/キャベツ/人参/かぼちゃ/かぶ/葱／ りんご果汁チーズ牛乳 No.2たんぱく質 15.8 ｇ栄  養  価バナナ

　　　　　ご　は　ん　の　ひ　み　つ ご  ぼ  う  で  体  を  大  掃  除ご  ぼ  う  で  体  を  大  掃  除ご  ぼ  う  で  体  を  大  掃  除ご  ぼ  う  で  体  を  大  掃  除

ｇｇ17.5たんぱく質 16.2ほうじ茶 たんぱく質
ｇ13.9 ｇたんぱく質 21.1たんぱく質



平成28年11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 487 kcal鮭のマヨネーズ焼きほうれん草ときのこのソテーみかん 脂　質 18.4 ｇすいとん汁 食物繊維 4.3 ｇ食塩相当量 2.8 ｇじゃじゃうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcalさつまいものコロコロサラダ柿 脂　質 18.4 ｇ食物繊維 4.1 ｇ食塩相当量 2.3 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcalレバーのカレー炒め里芋と生揚げの煮物りんご 脂　質 15.6 ｇ味噌汁 食物繊維 3.3 ｇ食塩相当量 1.9 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcalすき焼き風煮ブロッコリーのお浸しバナナ 脂　質 21.6 ｇなめこ汁 食物繊維 5.2 ｇ食塩相当量 2.0 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 472 kcalかつおのごま味噌あえコールスローサラダ 脂　質 17.4 ｇオレンジ 食物繊維 2.8 ｇ味噌汁 食塩相当量 2.4 ｇホットドック ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal秋のきのこシチューキウイフルーツ 脂　質 24.3 ｇ食物繊維 5.4 ｇ食塩相当量 1.9 ｇふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 429 kcal揚げだし豆腐キャベツとチキンサラダ柿 脂　質 17.8 ｇ味噌汁 食物繊維 4.1 ｇ食塩相当量 1.4 ｇ五目チャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcalカリカリサラダりんごゼリーわかめスープ 脂　質 17.9 ｇ食物繊維 3.7 ｇ食塩相当量 4.2 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal煮魚野菜炒めみかん 脂　質 18.5 ｇ田舎汁 食物繊維 5.3 ｇ食塩相当量 1.7 ｇ【七五三行事食】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 475 kcal味ご飯鶏ささみのレモン漬けもやしと錦糸卵のごま和え 脂　質 18.2 ｇヨーグルト 食物繊維 4.2 ｇ味噌汁 食塩相当量 2.8 ｇミートスパゲッティ ｴﾈﾙｷﾞｰ 487 kcalひじきサラダわかめとえのきのかき卵汁 脂　質 22.0 ｇ食物繊維 4.7 ｇ食塩相当量 3.0 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 460 kcal豆腐ハンバーグマッシュポテトブロッコリーのお浸し 脂　質 16.7 ｇかぶのスープ 食物繊維 2.5 ｇ食塩相当量 2.0 ｇ大豆カレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 458 kcal和風サラダりんごすまし汁 脂　質 18.4 ｇ食物繊維 5.2 ｇ食塩相当量 3.1 ｇ納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 480 kcalかいか煮キャベツの香り和えみかん 脂　質 19.5 ｇ春雨スープ 食物繊維 5.6 ｇ食塩相当量 1.6 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcalマーボー豆腐ミルクゼリー味噌汁 脂　質 19.0 ｇ食物繊維 3.8 ｇ食塩相当量 3.0 ｇ牛乳
／

ｇ／火火火火 カルシウムラスクじゃがいも/こんにゃく/サラダ油/砂糖/春雨/精白米 鶏もも/さつま揚げ/なると/卵/糸引納豆 人参/玉葱/生椎茸/キャベツ/みかん/ほうれん草/しめじ たんぱく質 17.7砂糖/サラダ油/片栗粉/黒ごま/ミルクゼリー/じゃがいも/精白米 木綿豆腐/豚挽肉/生わかめ/煮干し にら/人参/葱/生椎茸/ほうれん草/ずいき たんぱく質 23.9月月月月22222222 フライドポテトサラダ油/麩/精白米 鶏もも/大豆/わかめ/木綿豆腐/花かつお 人参/玉葱/セロリー/ピーマン/きゅうり/キャベツ/ミニトマト/りんご/根みつば/ほんしめじ／金金金金21212121 煎餅牛乳 ｇ／ たんぱく質 20.8 ｇ木木木木18181818 おにぎり牛乳牛乳
ｇたんぱく質 18.417171717 パン粉/大豆油/じゃがいも/ホールコーン缶/精白米 木綿豆腐/豚挽肉/卵/牛乳/生クリーム 玉葱/ブロッコリー/かぶ/小松菜 たんぱく質 19.9 ｇ火火火火16161616 バナナ牛乳サラダ油/小麦粉/有塩バター/ホールコーン缶/白ごま/砂糖/スパゲッティ 豚挽肉/牛挽肉/スキム/干ひじき/生わかめ/卵 にんにく/人参/玉葱/ピーマン/キャベツ/きゅうり/えのきたけ／水水水水 カステラ

月月月月15151515 おからドーナツこんにゃく/砂糖/サラダ油/片栗粉/白ごま/精白米 油揚げ/刻み昆布/鶏ささみ/卵/ヨーグルト/木綿豆腐/煮干し 人参/生椎茸/ごぼう/レモン/キャベツ/もやし/ほうれん草/大根/チンゲン菜
卵/豚挽肉/わかめ/木綿豆腐/花かつお 玉葱/生椎茸/人参/グリンピース/きゅうり/キャベツ/葉ねぎ たんぱく質 18.9

ｇ／ たんぱく質 25.4 ｇｇ／金金金金14141414 煎餅
牛乳 たんぱく質 26.6

砂糖/サラダ油/じゃがいも/精白米 よしきりさめ/豚もも/絹ごし豆腐/さつま揚げ/花かつお キャベツ/人参/ピーマン/生椎茸/玉葱/もやし/みかん/ごぼう/干椎茸/葱／
11111111 ふかしいも

牛乳
牛乳有塩バター/小麦粉/サラダ油/こっぺぱん ウインナー/大豆/鶏もも/スキム キャベツ/ピーマン/ほんしめじ/エリンギ/生椎茸/人参/玉葱/キウイフルーツ／水水水水10101010 おいなり
牛乳片栗粉/サラダ油/砂糖/菜種油/三温糖/じゃがいも/精白米 木綿豆腐/鶏ささみ/煮干しホールコーン缶/サラダ油/小麦粉/三温糖/精白米

片栗粉/サラダ油/砂糖/黒ごま/じゃがいも/精白米 かつお/ロースハム/木綿豆腐/煮干し 生姜/キャベツ/きゅうり/人参/みかん缶/オレンジ/にら火火火火
ｇ／ たんぱく質 19.1 ｇ葉ねぎ/キャベツ/きゅうり/柿/白菜/人参/ずいき たんぱく質 18.09999 たんぱく質 25.5 ｇ／

木木木木
8888 牛乳豆腐団子麦茶

たんぱく質 24.0 ｇ／月月月月7777 糸こん/砂糖/サラダ油/じゃがいも/精白米 豚もも/木綿豆腐/凍り豆腐/生わかめ/煮干し 人参/干椎茸/葱/白菜/絹さや/ブロッコリー/バナナ/なめこ 牛乳フレンチトースト たんぱく質 22.2 ｇ／金金金金4444 サラダ油/砂糖/里芋/片栗粉/精白米 鶏肝臓/生揚げ/木綿豆腐/煮干し にんにく/生姜/人参/さやいんげん/りんご/大根/小松菜 牛乳パフケーキ たんぱく質 16.8 ｇ／水水水水2222 ごま油/サラダ油/さつまいも/ホールコーン缶/乾麺 豚挽肉/ロースハム 人参/たけのこ/きくらげ/葱/にら/もやし/生姜/にんにく/きゅうり/レーズン/柿 牛乳おにぎり たんぱく質 27.3 ｇ／火火火火1111 有塩バター/里芋/小麦粉/片栗粉/白ごま/精白米 鮭/ベーコン/鶏もも/スキム/花かつお ほうれん草/ほんしめじ/みかん/人参/生椎茸/大根/小松菜 牛乳クッキー 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



平成28年11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 437 kcalさっぱり生姜焼き付け合せかぼちゃのいとこ煮 脂　質 16.9 ｇ味噌汁 食物繊維 5.5 ｇ食塩相当量 1.4 ｇけんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 414 kcalブロッコリーのおかか和えパイン 脂　質 14.1 ｇ食物繊維 5.1 ｇ食塩相当量 1.4 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal竹輪のキャロット揚げひじき煮青菜スープ 脂　質 19.8 ｇ食物繊維 5.3 ｇ食塩相当量 1.6 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal豆腐入り松風焼き温野菜オレンジゼリー 脂　質 22.2 ｇ味噌汁 食物繊維 4.2 ｇ食塩相当量 2.1 ｇロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 435 kcalマカロニのクリーム煮コールスローサラダ豆腐ときのこのスープ 脂　質 10.4 ｇ食物繊維 4.1 ｇ食塩相当量 2.2 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。　夕暮れがずいぶん早くなり、秋の深まりを感じるようになってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか？「子どもたちは風の子、元気な子」といいますが、やはり体調管理には気をつけてあげたいものです。　　皆さんが普段食べているごはん。そのごはんにはすごい力が 　　ごぼうは食物繊維が豊富で、便秘の解消に効果的です！　あるってご存知でしたか。ごはん一杯に…… 　購入して、すぐに使用しない場合は、洗いごぼうよりも　・普通に歩いて１時間２０分のエネルギー 　泥つきの方が鮮度や風味を保ちやすいので、お勧めです。　・こっぺぱんの約４分の１の脂肪分 　また、皮の近くにうま味や香りがあるため、たわしで　・牛乳コップ一杯のタンパク質 　こするか、包丁の背でこそげ取るようにして、皮をむき　・セロリー一本分の食物繊維 　すぎないようにするのが調理ポイントです。　・キャベツの葉２枚分のビタミン 　　サラダや豚汁、野菜チップなど試してみてください。　・ほうれん草１～２枚分の鉄分 　豊かな風味が出るので、調味料も節約でき、減塩にも　こんなにすごい力のあるごはん、食べなきゃもったいない 　つながります。　ですね。
　　　　　ずっと健康に過ごすために、食事を選ぶ力をみにつけよう！　　食の様々な経験をすることから期待できる”子ども像”何かあると 　　　★　食べものを話題にする子ども　思いますか？今小さな子ども達も大きくなって自分で食事を選び食 　　  ★　食事作り・準備に関わる子ども　　  ★　食事作り・準備に関わる子ども　　  ★　食事作り・準備に関わる子ども　　  ★　食事作り・準備に関わる子ども　べるようになります。その時果たして、みんなは”健康的な”食生 　　　★　一緒に食べたい人がいる子ども　活を送っているでしょうか？小さい頃からの食の経験を通して、主食、 　　  ★　お腹がすくリズムの持てる子ども　　  ★　お腹がすくリズムの持てる子ども　　  ★　お腹がすくリズムの持てる子ども　　  ★　お腹がすくリズムの持てる子ども　主菜、副菜、汁物、果物、乳製品、そして、適度な菓子類という風に 　　　★　食べたいもの・好きなものが増える　バランスよく食事ができるように、今からの食生活を大事にしてほし 　　　　　子ども　いと思います。 　　　１１月１５日　　昆布の日　昆布を食べて子ども達が元気に育つことを願い七五三の日に設定。　日本の国内生産量のほとんどが北海道産。昆布の旨味グルタミン酸は、かつお節や椎茸、豚肉などと併せると相乗効果で美味しさを引き出します。

　　　　　ご　は　ん　の　ひ　み　つ ご  ぼ  う  で  体  を  大  掃  除ご  ぼ  う  で  体  を  大  掃  除ご  ぼ  う  で  体  を  大  掃  除ご  ぼ  う  で  体  を  大  掃  除

ｇ／月月月月 たんぱく質 25.8玉葱/葉ねぎ/生姜/かぼちゃ/人参/ブロッコリー/白菜 牛乳煮干しかりんとう火火火火29292929

No.2たんぱく質 18.6 ｇ栄  養  価

ｇ／ たんぱく質 21.5
日／曜

パン粉/黒ごま/サラダ油/オレンジゼリー/じゃがいも/精白米 鶏挽肉/卵/木綿豆腐/焼きのり/油揚げ/煮干し

献  立  名

28282828 小麦粉/サラダ油/じゃがいも/砂糖/精白米
材　  　料　　  名

焼き竹輪/卵/干ひじき/大豆/鶏むね/油揚げ/木綿豆腐/花かつお 人参/グリンピース/ごぼう/小松菜/えのきたけ金金金金木木木木
24242424 三温糖/サラダ油/じゃがいも/精白米／ 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 牛乳バナナ豚肩ロース/茹小豆/油揚げ/煮干し 生姜/大根/キャベツ/人参/かぼちゃ/かぶ/葱 ｇ／ たんぱく質 19.025252525 里芋/糸こん/サラダ油/乾麺 豚肩/油揚げ/木綿豆腐/煮干し/花かつお ごぼう/大根/葱/白菜/生椎茸/ブロッコリー/パイナップル 牛乳さつまいもとりんごの重ね煮

たんぱく質 13.5

牛乳マドレーヌ
ｇ30303030 マカロニ/じゃがいも/大豆油/小麦粉/有塩バター/ホールコーン缶/サラダ油/ごま油/ロールパン 鶏もも/牛乳/スキム/木綿豆腐 玉葱/グリンピース/人参/マッシュルーム/キャベツ/きゅうり/みかん缶/チンゲン菜/えのきたけ 気になる野菜せんべい／水水水水



 【西こども園 】 【西こども園 】 【西こども園 】 【西こども園 】

1 11 2 給食丸ごと － 不検出2 11 4 給食丸ごと － 不検出3 11 9 給食丸ごと － 不検出4 11 10 給食丸ごと － 不検出5 11 16 給食丸ごと － 不検出6 11 18 給食丸ごと － 不検出7 11 21 給食丸ごと － 不検出8 11 22 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　　飯村典子◎午前のおやつの材料　　　　○午後のおやつの材料
月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金

1 2 ３　　　文化の日 4・主食 amおやつ ごはん 牛乳 ハヤシライス りんごジュース のりたまごはん 牛乳・汁、スープ 油揚げのみそ汁 マリービスケット わかめスープ まがりせんべい さつまいものみそ汁 麦ふぁー・主菜 和風ハンバーグ キャベツの中華サラダ かじきの照り焼き 　オレンジジュース・副菜 pmおやつ 小松菜のサラダ 麦茶 柿 　鉄入り牛乳 ほうれん草のサラダ えびせんべい・デザート バナナ 　★五目うどん 　★のりごまクッキー りんご かみかみするめ黄 赤 緑 黄 　　赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑力や熱になる 血や筋肉に 体の調子を 米、砂糖、片栗粉 卵、油揚げ、みそ 小松菜、もやし、南瓜 米、じゃが芋 豚肉 玉葱、キャベツ、人参 米、さつま芋 かじき、油揚げ ほうれん草、あさつき　　　　なる 　　　　整える マヨネーズ、ごま 豚挽肉、◎牛乳 玉葱、人参、れんこん 油、ごま油、砂糖 かまぼこ コーン、きゅうり 砂糖、油 みそ、のりたま 人参、コーン、ごぼう玉葱ドレッシング ベーコン、牛乳 バナナ、切干大根 ﾊﾔｼﾙｳ,ごま 脱脂粉乳、○卵 柿、わかめ ハム、○するめ りんごパン粉、○うどん 脱脂粉乳、○鶏肉 ○人参、○葱　,ひじき ○小麦粉、○砂糖 ○鉄入り牛乳 ○青のり　◎りんご果汁 ◎牛乳 ○オレンジ果汁補って欲しい食品 ○白菜、○干し椎茸 ○バター、○ごま
７　　にこにこ給食 8　　にこにこ給食 9 10　　にこにこ給食 11 ３～５才お弁当の日ウインナーサンド 鉄入り牛乳 ごはん 野菜ジュース ナポリタンスパゲティー 麦茶 焼肉どんぶり いちご牛乳 ごはん 麦茶ブルーベリージャムサンド ギンビスビスケット わかめのすまし汁 １才からの 野菜スープ たべっこどうぶつ 豆腐のみそ汁 うすやきせんべいなめこのみそ汁 バタークッキーコーンスープ ぶどうジュース 鮭の生姜焼き かっぱえびせん きんぴらごぼう 鶏肉のケチャップ煮 鉄入り牛乳ブロッコリーサラダ 　　　ばかうけ もやしのナムル 　　　　麦茶 グレープフルーツ 牛乳 バナナ りんごジュース コロコロサラダ かりんとうみかん キャンディーチーズ キウイ 　★お好み焼き ★ひじき蒸しパン ★チーズラスク みかん黄 赤 緑 黄 　　赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑ロールパン ウインナー 玉葱、ケチャップ、人参 米、砂糖 鮭、○豚肉 小松菜、人参、○葱 スパゲティー ウインナー 玉葱、ほうれん草 米、砂糖、片栗粉 豆腐、豚肉、みそ 人参、ピーマン、大根 米、じゃが芋、油 鶏肉、みそ 人参白ドレッシング 牛乳、脱脂粉乳 ブルーベリージャム ごま油 鰹節、ちくわ わかめ、もやし、生姜 オリーブ油、油 ○牛乳 コーン、しめじ、パセリ ごま油、ごま 油揚げ 玉葱、ごぼう マヨネーズ ○鉄入り牛乳 小松菜、大根、きゅうりバター ○チーズ、ハム ブロッコリー,コーン ○小麦粉 ○卵 キウイ、○キャベツ ツナ 人参、ピーマン　○ひじき ○食パン ◎牛乳 葱、わかめ、生姜 小麦粉、砂糖 コーン、葱、なめこマーガリン ◎鉄入り牛乳 ○ぶどう果汁、みかん ○マヨネーズ ○鰹節 ◎野菜ジュース、葱 にんにく、ケチャップ ○マヨネーズ ○粉チーズ バナナ、○パセリ 生姜、みかん、,玉葱　補って欲しい食品　海藻類、豆類 ○青のり、しめじ グレープフルーツ ○りんご果汁 ケチャップ、あさつき
14 15　　七五三 16 17 18みそラーメン 麦茶 お赤飯 ココア ごはん 牛乳 キーマカレー 麦茶 ごはん 飲むヨーグルト焼豚 じゃこせん こづゆ おっとっと 大根のみそ汁 ハーベスト 白菜スープ アンパンマン 豚汁 １才からのゆで卵(うずら) 鉄入り牛乳 ぶりのみそ照り焼き さつま芋のサラダ 　　ビスケット 鶏肉の照り焼き サッポロポテトキャベツの和え物 人形カステラ マカロニサラダ カルピス 麦茶 キウイ 野菜ジュース キャベツの和え物 牛乳柿 みかん 　★紅白クッキー りんご 　　　★おでん ★焼きそばパン オレンジ カルシウムウエハース黄 赤 緑 黄 　　赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑中華麺、ごま油 焼豚、みそ キャベツ、もやし、人参 米、マカロニ、砂糖ハム、○カルピス ほうれん草、里芋、葱 米、小麦粉、ごま 卵、油揚げ ほうれん草、もやし 米、マヨネーズ 豚挽肉 白菜、きゅうり、人参 米、焼肉のたれ 豚肉、鶏肉 大根、葱、人参砂糖 うずらの卵 青梗菜、コーン、葱 しらたき、○砂糖 ぶり、◎牛乳 人参、大根、きくらげ 砂糖、オリーブ油 ◎牛乳、豚挽肉 人参、大根、玉葱 さつま芋、カレー粉 ハム、牛乳 パセリ、玉葱、にんにく フレンチドレッシング ツナ、○牛乳 キャベツ、コーンごま ○鉄入り牛乳 きくらげ、干椎茸 麩、○マーガリン みそ、ほたて、小豆きゅうり、みかん バター、○蒟蒻 ○はんぺん、みそ 葱、ひじき、りんご 片栗粉、○中華麺 キウイ　○野菜ジュース 蒟蒻、片栗粉 油揚げ、みそ ごぼうちくわ 柿 干椎茸、生姜、コーン ケチャップ、○大根 ○コッペパン、油 ○豚肉 生姜、グリンピース 里芋、ごま油 ◎飲むヨーグルト 生姜◎ココア、もち米　　　　　　　　　補って欲しい食品　卵類 ○キャベツ、○人参 オレンジ、ほうれん草

補って欲しい食品　魚介類

補って欲しい食品　いも類
補って欲しい食品　　芋類
ごま○小麦粉、マヨネーズ

    Ｈ2８年1１月献立表　（０～２才）

補って欲しい食品　魚介類
補って欲しい食品　豆類 補って欲しい食品　きのこ類

　補って欲しい食品　卵類 補って欲しい食品　海藻類

補って欲しい食品　　豆類ほうれん草のツナ和え
挽肉入りオムレツほうれん草のごま和え
補って欲しい食品　きのこ類

○砂糖、○蒸しパン粉
　　　　　　　　　　　○うずら卵、○生揚

補って欲しい食品　きのこ類
補って欲しい食品　魚介類



21 22 23　　勤労感謝の日 24 25　　２～５才お弁当の日納豆ごはん 麦茶 親子丼 鉄入り牛乳 ごはん ぶどうジュース ごはん 麦茶かき玉汁 塩ソフトせんべい じゃが芋のみそ汁 野菜かりんとう 切干大根のみそ汁 杵もち けんちん汁 マリービスケット鮭の香りみそ焼き オレンジジュース もやしとにらの和え物 麦茶 鶏肉の唐揚げ 和風ミートローフ 野菜ジュース小松菜のサラダ ホームパイ キウイ ★しらすおにぎり キャベツのおかか和え 麦茶 ブロッコリーとコーンのソテー おっとっとバナナ キャンディーチーズ オレンジ ★すいとん みかん かみかみするめ黄 赤 緑 黄 　　赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、里芋、ごま油 鮭、納豆、ベーコン 小松菜、もやし、ねぎ 米、じゃが芋 卵、鶏肉 もやし、玉葱、人参 米 鶏肉、みそ キャベツ、人参、玉葱 米、パン粉、油 豆腐、豚挽肉、卵 玉葱、ブロッコリー砂糖、マヨネーズ 鶏肉、みそ きくらげ 砂糖、○米、ごま ハム、みそ にら、ねぎ、焼きのり 片栗粉、油 油揚げ、鰹節 切干大根、生姜、南瓜 マーガリン、砂糖 みそ、脱脂粉乳 ごぼう、人参、大根ごま 卵 あさつき、バナナ ごま油、○ごま ◎鉄入り牛乳 キウイ、わかめ ○小麦粉 ○豚肉 にんにく、オレンジ 片栗粉 油揚げ、○するめ コーン、ひじき○チーズ ○オレンジ果汁、人参 ○しらす ○脱脂粉乳 ◎ぶどう果汁、○白菜 豚肉 葱、あさつき、みかん○玉葱、○しいたけ ○野菜ジュース
28 29 30ごはん 牛乳 肉うどん りんごジュース ごはん 麦茶鈴カステラ えびの天ぷら 　　　星たべよ すまし汁 サブレ豚肉の甘辛炒め キャベツのお浸し しゅうまいブロッコリーサラダ 麦茶 オレンジ　　　　 鉄入り牛乳 もやしのナムル カルピスりんご 　まがりせんべい 　★　チョコパン グレープフルーツ 　★じゃが芋ボーロ黄 赤 緑 黄 　　赤 緑 黄 赤 緑米、油 豚肉、みそ れんこん、わかめ うどん、砂糖 豚肉、卵 キャベツ、人参、ねぎ しゅうまいの皮 豚挽肉 玉葱、もやし、小松菜マヨネーズ 油揚げ ブロッコリー、人参 小麦粉 えび、かまぼこ ほうれん草 片栗粉、ごま油 焼豚、○カルピス にら、人参、あさつき砂糖 ◎牛乳 玉葱、切干大根、生姜 油、○食パン ○鉄入り牛乳 オレンジ 砂糖、○じゃが芋 ○粉チーズ 生姜りんご ◎りんご果汁 米、麩、○片栗粉 脱脂粉乳 グレープフルーツ補って欲しい食品 海藻類 ○青のり　　※お昼の１食分とおやつを合わせた目標値と１１月の平均値です。目標値　　エネルギー　４８０ｋｃal  　 たんぱく質　１８．０ｇ　　　脂質　１３．９ｇ　　　塩分　１．８ｇ　　　カルシウム　２２５ｍｇ　　平均値　　エネルギー　４６９ｋｃal　　たんぱく質　１８．１ｇ　　　脂質　１３．６ｇ　　　塩分　　１．８ｇ　　カルシウム　２２４ｍｇ＊★が付いているおやつは手作りです。　 こづゆは会津地方の郷土料理の中で特に代表的なもので、貝柱・干し椎茸・銀杏・きくらげ 野菜類を入れた汁物です。冠婚葬祭や宴会などには欠かせないハレの料理です。今回は１５日 ＊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。 の七五三の日に取り入れました。江戸時代後期～明治に会津藩の武家や町民のご馳走として 広まった物といわれ、海の幸と山の幸がバランスよく入ったあっさりとした味付けで、何にでも ＊保育園での給食（おやつ含む）では栄養が足りません、必ず朝食を 良く合います。 　 食べて登園しましょう。　　＊寒い時期になるので、温められる飲み物は温かくして提供します。 ＊園では、給食で使用する食品の放射能検査を行っています。

　　Ｈ２８年１１月献立表　（0～２才）　　Ｈ２８年１１月献立表　（0～２才）　　Ｈ２８年１１月献立表　（0～２才）　　Ｈ２８年１１月献立表　（0～２才）

　　　＜福島県の郷土料理”こづゆ”を取り入れました＞

玉葱のみそ汁補って欲しい食品　海藻類
補って欲しい食品　魚介類

補って欲しい食品　きのこ類
○ミルクチョコレート 補って欲しい食品　豆類

補って欲しい食品　海藻類 補って欲しい食品　魚介類



献立作成者　　飯村典子　　　　○午後のおやつの材料
月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金

1 2 ３　　　文化の日 4・主食 ごはん ハヤシライス のりたまごはん・汁、スープ 油揚げのみそ汁 わかめスープ さつまいものみそ汁・主菜 和風ハンバーグ キャベツの中華サラダ かじきの照り焼き 　オレンジジュース・副菜 pmおやつ 小松菜のサラダ 麦茶 柿 鉄入り牛乳 ほうれん草のサラダ えびせんべい・デザート バナナ 　★五目うどん 　★のりごまクッキー りんご かみかみするめ黄 赤 緑 黄 　　赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑力や熱になる 血や筋肉に 体の調子を 米、砂糖、片栗粉 卵、油揚げ、みそ 小松菜、もやし、南瓜 米、じゃが芋 豚肉 玉葱、キャベツ、人参 米、さつま芋 かじき、油揚げ ほうれん草、あさつき　　　　なる 　　　　整える マヨネーズ、ごま 豚挽肉 玉葱、人参、れんこん 油、ごま油、砂糖 かまぼこ コーン、きゅうり 砂糖、油 みそ、のりたま 人参、コーン、ごぼう玉葱ドレッシング ベーコン、牛乳 バナナ、切干大根 ﾊﾔｼﾙｳ、ごま 脱脂粉乳、○卵 柿、わかめ ハム、○するめ りんごパン粉、○うどん 脱脂粉乳、○鶏肉 ○人参、○葱、ひじき ○小麦粉、○砂糖 ○鉄入り牛乳 ○青のり　 ○オレンジ果汁補って欲しい食品 ○白菜、○干し椎茸 ○バター、○ごま
７　　にこにこ給食 8　　にこにこ給食 9 10　　にこにこ給食 11 ３～５才お弁当の日ウインナーサンド ごはん 焼肉どんぶりブルーベリージャムサンド わかめのすまし汁 野菜スープ 豆腐のみそ汁コーンスープ ぶどうジュース 鮭の生姜焼き きんぴらごぼう 鉄入り牛乳ブロッコリーサラダ 　　　ばかうけ もやしのナムル 　　　　麦茶 グレープフルーツ 牛乳 バナナ りんごジュース かりんとうみかん キャンディーチーズ キウイ 　★お好み焼き ★ひじき蒸しパン ★チーズラスク黄 赤 緑 黄 　　赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑ロールパン ウインナー 玉葱、ケチャップ、人参 米、砂糖 鮭、○豚肉 小松菜、人参、○葱 スパゲティー ウインナー 玉葱、ほうれん草 米、砂糖、片栗粉 豆腐、豚肉、みそ 人参、ピーマン、大根白ドレッシング 牛乳、脱脂粉乳 ブルーベリージャム ごま油 鰹節、ちくわ わかめ、もやし、生姜 オリーブ油、油 ○牛乳 コーン、しめじ、パセリ ごま油、ごま 油揚げ 玉葱、ごぼう ○鉄入り牛乳バター ○チーズ、ハム ブロッコリー、コーン ○小麦粉 ○卵 キウイ、○キャベツ ツナ 人参、ピーマン　○ひじき ○フランスパン 葱、わかめ、生姜マーガリン ○ぶどう果汁、みかん ○マヨネーズ ○鰹節 葱 にんにく、ケチャップ ○マヨネーズ ○粉チーズ バナナ、○パセリ　補って欲しい食品　海藻類、豆類 ○青のり、しめじ グレープフルーツ ○りんご果汁
14 15　　七五三 16 17 18みそラーメン お赤飯 ごはん キーマカレー ごはん焼豚 こづゆ 大根のみそ汁 白菜スープ 豚汁ゆで卵(うずら) 鉄入り牛乳 ぶりのみそ照り焼き さつま芋のサラダ 鶏肉の照り焼き 牛乳キャベツの和え物 人形カステラ マカロニサラダ カルピス 麦茶 キウイ 　野菜ジュース キャベツの和え物 カルシウムウエハース柿 みかん 　★紅白クッキー りんご 　　　★おでん ★焼きそばパン オレンジ はとむぎせんべい黄 赤 緑 黄 　　赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑中華麺、ごま油 焼豚、みそ キャベツ、もやし、人参 米、マカロニ、砂糖ハム、○カルピス ほうれん草、里芋、葱 米、小麦粉、ごま 卵、油揚げ ほうれん草、もやし 米、マヨネーズ 豚挽肉 白菜、きゅうり、人参 米、焼肉のたれ 豚肉、鶏肉 大根、葱、人参砂糖 うずらの卵 青梗菜、コーン、葱 しらたき、○砂糖 ぶり、○脱脂粉乳 人参、大根、きくらげ 砂糖、オリーブ油 豚挽肉 人参、大根、玉葱 さつま芋、カレー粉 ハム、牛乳 パセリ、玉葱、にんにく フレンチドレッシング ツナ キャベツ、コーンごま ○鉄入り牛乳 きくらげ、干椎茸 麩、○マーガリン みそ、ほたて、小豆きゅうり、みかん、コーン バター、○蒟蒻 ○はんぺん、みそ 葱、ひじき、りんご 片栗粉、○中華麺 ○鉄入り牛乳 キウイ、○野菜ジュース 蒟蒻、片栗粉 油揚げ、みそ ごぼうちくわ 柿 干椎茸、生姜 ケチャップ、○大根 ○コッペパン、油 ○豚肉 生姜、グリンピース 里芋、ごま油 ○牛乳 生姜もち米　　　　　　　　　　補って欲しい食品　卵類 ○キャベツ、○人参 オレンジ、ほうれん草

補って欲しい食品　魚介類

補って欲しい食品　いも類

    Ｈ2８年1１月献立表　（３～５才）

挽肉入りオムレツほうれん草のごま和え
補って欲しい食品　きのこ類

補って欲しい食品　　芋類 ○砂糖、○蒸しパン粉
ごま○小麦粉、マヨネーズ 　　　　　　　　　　　○うずら卵、○生揚

補って欲しい食品　きのこ類
補って欲しい食品　豆類 補って欲しい食品　きのこ類
ナポリタンスパゲティー補って欲しい食品　　豆類ほうれん草のツナ和え

補って欲しい食品　魚介類 補って欲しい食品　海藻類



21 22 23　　勤労感謝の日 24 25　２～５才お弁当の日納豆ごはん 親子丼 ごはんかき玉汁 じゃが芋のみそ汁 切干大根のみそ汁鮭の香りみそ焼き オレンジジュース もやしとにらの和え物 麦茶 鶏肉の唐揚げ 野菜ジュース小松菜のサラダ ホームパイ キウイ ★しらすおにぎり キャベツのおかか和え 麦茶 おっとっとバナナ キャンディチーズ オレンジ ★すいとん かみかみするめ黄 赤 緑 黄 　　赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、里芋、ごま油 鮭、納豆、ベーコン 小松菜、もやし、ねぎ 米、じゃが芋 卵、鶏肉 もやし、玉葱、人参 米 鶏肉、豚肉、豆腐 キャベツ、人参、玉葱 ○するめ ○野菜ジュース砂糖、マヨネーズ 鶏肉、みそ きくらげ 砂糖、○米、ごま ハム、みそ にら、ねぎ、焼きのり 片栗粉、油 油揚げ、鰹節 切干大根、生姜、南瓜ごま 卵 あさつき、バナナ ごま油、○ごま キウイ、わかめ ○小麦粉 ○豚肉、みそ にんにく、オレンジ○チーズ ○オレンジ果汁、人参 ○しらす ○脱脂粉乳 ○白菜○玉葱、○しいたけ
28 29 30ごはん 肉うどん ごはんえびの天ぷら すまし汁豚肉の甘辛炒め キャベツのお浸し しゅうまいブロッコリーサラダ 麦茶 オレンジ　　　　 鉄入り牛乳 もやしのナムル カルピスりんご 　まがりせんべい 　★　チョコパン グレープフルーツ 　★じゃが芋ボーロ黄 赤 緑 黄 　　赤 緑 黄 赤 緑米、油 豚肉、みそ れんこん、わかめ うどん、砂糖 豚肉、卵 キャベツ、人参、ねぎ しゅうまいの皮 豚挽肉 玉葱、もやし、小松菜マヨネーズ 油揚げ ブロッコリー、人参 小麦粉 えび、かまぼこ ほうれん草 片栗粉、ごま油 焼豚、○カルピス にら、人参、あさつき砂糖 玉葱、切干大根、生姜 油、○食パン ○鉄入り牛乳 オレンジ 砂糖、○じゃが芋 ○粉チーズ 生姜りんご 米、麩、○片栗粉 脱脂粉乳 グレープフルーツ補って欲しい食品 海藻類 ○青のり　　※お昼の１食分とおやつを合わせた目標値と１１月の平均値です。目標値　　エネルギー　５１０ｋｃal  　 たんぱく質　２１．２ｇ　　　脂質　１５．９ｇ　　　塩分　２．０ｇ　　　カルシウム　２４０ｍｇ　　平均値　　エネルギー　５０８ｋｃal　　たんぱく質　２０．７ｇ　　　脂質　１４．８ｇ　　　塩分　　２．０ｇ　　カルシウム　２２８ｍｇ＊★が付いているおやつは手作りです。＊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（おやつ含む）では栄養が足りません、必ず朝食を　 食べて登園しましょう。＊園では、給食で使用する食品の放射能検査を行っています。　　＊寒い時期になるので、温められる飲み物は温かくして提供します。

　　Ｈ２８年１１月献立表　（３～５才）　　Ｈ２８年１１月献立表　（３～５才）　　Ｈ２８年１１月献立表　（３～５才）　　Ｈ２８年１１月献立表　（３～５才）

補って欲しい食品　海藻類玉葱のみそ汁補って欲しい食品　海藻類
補って欲しい食品　魚介類

補って欲しい食品　きのこ類
○ミルクチョコレート 補って欲しい食品　豆類

＜福島県の郷土料理”こづゆ”を取り入れました＞こづゆは会津地方の郷土料理の中で特に代表的なもので、貝柱・干し椎茸・銀杏・きくらげ野菜類を入れた汁物です。冠婚葬祭や宴会などには欠かせないハレの料理です。今回は１５日の七五三の日に取り入れました。江戸時代後期～明治に会津藩の武家や町民のご馳走として広まった物といわれ、海の幸と山の幸がバランスよく入ったあっさりとした味付けで、何にでも良く合います。



 【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 11 1 給食丸ごと － 不検出2 11 2 給食丸ごと － 不検出3 11 4 給食丸ごと － 不検出4 11 7 給食丸ごと － 不検出5 11 8 給食丸ごと － 不検出6 11 9 給食丸ごと － 不検出7 11 10 給食丸ごと － 不検出8 11 11 給食丸ごと － 不検出9 11 14 給食丸ごと － 不検出10 11 15 給食丸ごと － 不検出11 11 16 給食丸ごと － 不検出12 11 17 給食丸ごと － 不検出13 11 18 給食丸ごと － 不検出14 11 21 給食丸ごと － 不検出15 11 22 給食丸ごと － 不検出16 11 24 給食丸ごと － 不検出17 11 25 給食丸ごと － 不検出18 11 28 給食丸ごと － 不検出19 11 29 給食丸ごと － 不検出20 11 30 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 11 1 給食丸ごと － 不検出2 11 1 玉葱 北海道 不検出3 11 2 給食丸ごと － 不検出4 11 2 かぼちゃ 北海道 不検出5 11 4 給食丸ごと － 不検出6 11 4 豆腐 群馬県 不検出7 11 7 給食丸ごと － 不検出8 11 8 給食丸ごと － 不検出9 11 8 人参 北海道 不検出10 11 9 給食丸ごと － 不検出11 11 9 ほうれん草 会津若松市 不検出12 11 10 給食丸ごと － 不検出13 11 10 さつまいも 茨城県 不検出14 11 11 給食丸ごと － 不検出15 11 11 キャベツ 茨城県 不検出16 11 14 給食丸ごと － 不検出17 11 14 キャベツ 愛知県 不検出18 11 15 給食丸ごと － 不検出19 11 15 ブロッコリー 福島県 不検出20 11 16 給食丸ごと － 不検出21 11 16 かぼちゃ 北海道 不検出22 11 17 給食丸ごと － 不検出23 11 17 木綿豆腐 群馬県 不検出24 11 18 給食丸ごと － 不検出25 11 18 ピーマン 高知県 不検出26 11 19 さつまいも 茨城県 不検出27 11 21 給食丸ごと － 不検出28 11 21 じゃがいも 北海道 不検出29 11 22 給食丸ごと － 不検出30 11 22 白菜 矢吹町 不検出31 11 24 給食丸ごと － 不検出32 11 24 さつまいも 茨城県 不検出33 11 25 給食丸ごと － 不検出34 11 25 キャベツ 愛知県 不検出35 11 26 給食丸ごと － 不検出36 11 26 玉葱 北海道 不検出37 11 28 給食丸ごと － 不検出38 11 28 かぶ 矢吹町 不検出39 11 29 給食丸ごと － 不検出40 11 29 ブロッコリー 愛知県 不検出41 11 30 給食丸ごと － 不検出42 11 30 牛乳 郡山市 不検出

件数 備考産地検体名検査日 検査値


	【HP用】H28_11月 さくら
	1/2
	2/2

	【HP用】H28_11月 わかば
	1/2
	2/2

	【HP用】H28_11月 おもてごう
	【HP用】H28_11月 たいしん
	1/2
	2/2

	【HP用】H28_11月 ひがし
	1/2
	2/2

	【HP用】H28_11月 みのり
	【HP用】H28_11月 白河
	11月未満 NO1
	11月未満 NO2
	11月以上 NO1
	11月以上 NO2
	【HP用】H28_11月 西
	H２8年１1月献立廟（０～２才）
	1/2
	2/2

	H２8年１1月献立廟（3～５才）　新
	1/2
	2/2

	【HP用】H28_11月 丘の上
	【HP用】H28_11月 ニチイキッズ

