
1 10 2 給食丸ごと ― 不検出2 10 2 キャベツ 岩手県 不検出3 10 2 りんご 福島県 不検出4 10 3 給食丸ごと ― 不検出5 10 3 もやし 郡山市 不検出6 10 3 玉ねぎ 北海道 不検出7 10 4 給食丸ごと ― 不検出8 10 4 豆腐 福島県 不検出9 10 4 ねぎ 白河市 不検出10 10 5 給食丸ごと ― 不検出11 10 5 ごぼう 群馬県 不検出12 10 5 里芋 千葉県 不検出13 10 6 給食丸ごと ― 不検出14 10 6 ブロッコリー 福島県 不検出15 10 6 大根 青森県 不検出16 10 10 給食丸ごと ― 不検出17 10 10 ほうれん草 栃木県 不検出18 10 11 給食丸ごと ― 不検出19 10 11 えのき 長野県 不検出20 10 11 チンゲン菜 静岡県 不検出21 10 12 給食丸ごと ― 不検出22 10 12 卵 福島県 不検出23 10 12 米 白河市 不検出24 10 13 給食丸ごと ― 不検出25 10 13 豚ひき肉 秋田県 不検出26 10 13 かぶ 千葉県 不検出27 10 16 給食丸ごと ― 不検出28 10 16 にら 白河市 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



29 10 17 給食丸ごと ― 不検出30 10 17 人参 北海道 不検出31 10 17 白菜 岩手県 不検出32 10 18 給食丸ごと ― 不検出33 10 18 しめじ 茨城県 不検出34 10 18 りんご 青森県 不検出35 10 19 給食丸ごと ― 不検出36 10 19 バナナ フィリピン 不検出37 10 19 チンゲン菜 静岡県 不検出38 10 20 給食丸ごと ― 不検出39 10 20 鶏ささみ 岩手県 不検出40 10 20 玉ねぎ 北海道 不検出41 10 23 給食丸ごと ― 不検出42 10 23 しいたけ 白河市 不検出43 10 24 給食丸ごと ― 不検出44 10 24 じゃがいも 北海道 不検出45 10 24 きゅうり 白河市 不検出46 10 25 給食丸ごと ― 不検出47 10 25 ブロッコリー 白河市 不検出48 10 26 給食丸ごと ― 不検出49 10 26 豆腐 福島県 不検出50 10 27 給食丸ごと ― 不検出51 10 27 キャベツ 群馬県 不検出52 10 30 給食丸ごと ― 不検出53 10 30 大根 茨城県 不検出54 10 31 給食丸ごと ― 不検出55 10 31 じゃがいも 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 10 2 給食丸ごと ― 不検出2 10 2 鶏ムネ肉 北海道 不検出3 10 2 じゃが芋 北海道 不検出4 10 3 給食丸ごと ― 不検出5 10 3 豚モモ肉 福島県 不検出6 10 3 もやし 栃木県 不検出7 10 4 給食丸ごと ― 不検出8 10 4 木綿豆腐 福島県 不検出9 10 4 ほうれん草 栃木県 不検出10 10 5 給食丸ごと ― 不検出11 10 5 卵 福島県 不検出12 10 5 人参 北海道 不検出13 10 6 給食丸ごと ― 不検出14 10 6 大根 青森県 不検出15 10 6 ごぼう 栃木県 不検出16 10 10 給食丸ごと ― 不検出17 10 10 鶏モモ肉 北海道 不検出18 10 10 長ネギ 福島県 不検出19 10 11 給食丸ごと ― 不検出20 10 11 えのきたけ 新潟県 不検出21 10 11 チンゲン菜 静岡県 不検出22 10 12 給食丸ごと ― 不検出23 10 12 木綿豆腐 福島県 不検出24 10 12 きゅうり 福島県 不検出25 10 13 給食丸ごと ― 不検出26 10 13 蕪 千葉県 不検出27 10 13 キャベツ 栃木県 不検出28 10 16 給食丸ごと ― 不検出29 10 16 秋刀魚 北海道 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



30 10 16 じゃが芋 北海道 不検出31 10 17 給食丸ごと ― 不検出32 10 17 糸こんにゃく 福島県 不検出33 10 17 里芋 千葉県 不検出34 10 18 給食丸ごと ― 不検出35 10 18 しめじ 茨城県 不検出36 10 18 りんご 青森県 不検出37 10 19 給食丸ごと ― 不検出38 10 19 人参 北海道 不検出39 10 19 にら 福島県 不検出40 10 20 給食丸ごと ― 不検出41 10 20 卵 福島県 不検出42 10 20 玉葱 北海道 不検出43 10 23 給食丸ごと ― 不検出44 10 23 蒟蒻 福島県 不検出45 10 23 小松菜 栃木県 不検出46 10 24 給食丸ごと ― 不検出47 10 24 鶏ムネ肉 北海道 不検出48 10 24 ほうれん草 栃木県 不検出49 10 25 給食丸ごと ― 不検出50 10 25 ぶり 長崎県 不検出51 10 25 人参 北海道 不検出52 10 26 給食丸ごと ― 不検出53 10 26 なめこ 群馬県 不検出54 10 26 豚モモ肉 福島県 不検出55 10 27 給食丸ごと ― 不検出56 10 27 きゅうり 福島県 不検出57 10 27 白菜 長野県 不検出58 10 30 給食丸ごと ― 不検出59 10 30 鶏モモ肉 北海道 不検出60 10 30 大根 青森県 不検出61 10 31 給食丸ごと ― 不検出62 10 31 じゃが芋 北海道 不検出63 10 31 キャベツ 栃木県 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 2 給食丸ごと ― 不検出2 10 3 給食丸ごと ― 不検出3 10 4 給食丸ごと ― 不検出4 10 5 給食丸ごと ― 不検出5 10 6 給食丸ごと ― 不検出6 10 10 給食丸ごと ― 不検出7 10 11 給食丸ごと ― 不検出8 10 11 長ねぎ 福島県 不検出9 10 12 給食丸ごと ― 不検出10 10 13 給食丸ごと ― 不検出11 10 16 給食丸ごと ― 不検出12 10 17 給食丸ごと ― 不検出13 10 17 ニラ 福島県 不検出14 10 18 給食丸ごと ― 不検出15 10 19 給食丸ごと ― 不検出16 10 20 給食丸ごと ― 不検出17 10 23 給食丸ごと ― 不検出18 10 24 給食丸ごと ― 不検出19 10 25 給食丸ごと ― 不検出20 10 25 ブロッコリー 福島県 不検出21 10 26 給食丸ごと ― 不検出22 10 26 小松菜 福島県 不検出23 10 27 給食丸ごと ― 不検出24 10 30 給食丸ごと ― 不検出25 10 30 チンゲン菜 静岡県 不検出26 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 2 給食丸ごと ― 不検出2 10 2 きゅうり 福島県 不検出3 10 2 ほうれん草 福島県 不検出4 10 3 給食丸ごと ― 不検出5 10 3 もやし 福島県 不検出6 10 3 小松菜 茨城県 不検出7 10 4 給食丸ごと ― 不検出8 10 4 たまねぎ 北海道 不検出9 10 4 ねぎ 茨城県 不検出10 10 5 給食丸ごと ― 不検出11 10 5 キャベツ 群馬県 不検出12 10 5 ロースハム 栃木県 不検出13 10 6 給食丸ごと ― 不検出14 10 6 じゃがいも 北海道 不検出15 10 6 大根 青森県 不検出16 10 10 給食丸ごと ― 不検出17 10 10 たまねぎ 北海道 不検出18 10 10 しいたけ 福島県 不検出19 10 11 給食丸ごと ― 不検出20 10 11 えのきたけ 新潟県 不検出21 10 11 チンゲン菜 茨城県 不検出22 10 12 給食丸ごと ― 不検出23 10 12 豚肉 福島県 不検出24 10 12 りんご 福島県 不検出25 10 13 給食丸ごと ― 不検出26 10 13 きゅうり 福島県 不検出27 10 13 キャベツ 岩手県 不検出28 10 16 給食丸ごと ― 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



29 10 16 じゃがいも 白河市 不検出30 10 16 にら 泉崎村 不検出31 10 17 給食丸ごと ― 不検出32 10 17 キャベツ 矢吹町 不検出33 10 17 ねぎ 白河市 不検出34 10 18 給食丸ごと ― 不検出35 10 18 しめじ 茨城県 不検出36 10 18 人参 北海道 不検出37 10 19 給食丸ごと ― 不検出38 10 19 豚肉 福島県 不検出39 10 19 大根 白河市 不検出40 10 20 給食丸ごと ― 不検出41 10 20 たまねぎ 北海道 不検出42 10 20 きゅうり 白河市 不検出43 10 23 給食丸ごと ― 不検出44 10 23 大根 青森県 不検出45 10 23 小松菜 白河市 不検出46 10 24 給食丸ごと ― 不検出47 10 24 きゅうり 白河市 不検出48 10 24 ほうれん草 矢吹町 不検出49 10 25 給食丸ごと ― 不検出50 10 25 豚肉 福島県 不検出51 10 25 ねぎ 白河市 不検出52 10 26 給食丸ごと ― 不検出53 10 26 たまねぎ 北海道 不検出54 10 26 しいたけ 白河市 不検出55 10 27 給食丸ごと ― 不検出56 10 27 白菜 矢吹町 不検出57 10 27 キャベツ 岩手県 不検出58 10 30 給食丸ごと ― 不検出59 10 30 大根 青森県 不検出60 10 30 チンゲン菜 白河市 不検出61 10 31 給食丸ごと ― 不検出62 10 31 白菜 白河市 不検出63 10 31 きゅうり 白河市 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 2 給食丸ごと ― 不検出2 10 2 人参 北海道 不検出3 10 2 玉ねぎ 北海道 不検出4 10 3 給食丸ごと ― 不検出5 10 3 かぶ 千葉県 不検出6 10 3 もやし 郡山市 不検出7 10 4 給食丸ごと ― 不検出8 10 4 なめこ 福島県 不検出9 10 4 木綿豆腐 郡山市 不検出10 10 5 給食丸ごと ― 不検出11 10 5 玉ねぎ 北海道 不検出12 10 5 卵 中島村 不検出13 10 6 給食丸ごと ― 不検出14 10 6 大根 青森県 不検出15 10 6 バナナ フィリピン 不検出16 10 10 給食丸ごと ― 不検出17 10 10 長ねぎ 福島県 不検出18 10 10 オレンジ 南アメリカ 不検出19 10 11 給食丸ごと ― 不検出20 10 11 チンゲン菜 静岡県 不検出21 10 11 梨 福島県 不検出22 10 12 給食丸ごと ― 不検出23 10 12 豚ひき肉 青森県 不検出24 10 13 給食丸ごと ― 不検出25 10 13 ほうれん草 白河市 不検出26 10 16 給食丸ごと ― 不検出

件数 備考産地検体名検査日 検査値



27 10 16 にら 福島県 不検出28 10 16 グレープフルーツ 南アフリカ 不検出29 10 17 給食丸ごと ― 不検出30 10 17 里芋 福島県 不検出31 10 17 大根 千葉県 不検出32 10 18 給食丸ごと ― 不検出33 10 18 ブロッコリー 福島県 不検出34 10 18 しめじ 茨城県 不検出35 10 19 給食丸ごと ― 不検出36 10 19 チンゲン菜 静岡県 不検出37 10 20 給食丸ごと ― 不検出38 10 20 鶏もも肉 青森県 不検出39 10 23 給食丸ごと ― 不検出40 10 23 小松菜 石川町 不検出41 10 23 糸こんにゃく 白河市 不検出42 10 24 給食丸ごと ― 不検出43 10 24 じゃがいも 北海道 不検出44 10 25 給食丸ごと ― 不検出45 10 25 ぶり 愛媛県 不検出46 10 26 給食丸ごと ― 不検出47 10 26 油揚げ 郡山市 不検出48 10 27 給食丸ごと ― 不検出49 10 27 豚もも肉 青森県 不検出50 10 30 給食丸ごと ― 不検出51 10 30 牛乳 郡山市 不検出52 10 31 給食丸ごと ― 不検出53 10 31 キウイフルーツ ニュージーランド 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 2 給食丸ごと ― 不検出2 10 3 給食丸ごと ― 不検出3 10 4 給食丸ごと ― 不検出4 10 5 給食丸ごと ― 不検出5 10 6 給食丸ごと ― 不検出6 10 10 給食丸ごと ― 不検出7 10 11 給食丸ごと ― 不検出8 10 12 給食丸ごと ― 不検出9 10 13 給食丸ごと ― 不検出10 10 18 給食丸ごと ― 不検出11 10 18 りんご 青森県 不検出12 10 19 給食丸ごと ― 不検出13 10 19 じゃがいも 青森県 不検出14 10 20 給食丸ごと ― 不検出15 10 20 人参 北海道 不検出16 10 23 給食丸ごと ― 不検出17 10 23 大根 茨城県 不検出18 10 24 給食丸ごと ― 不検出19 10 24 きゅうり 白河市 不検出20 10 25 給食丸ごと ― 不検出21 10 25 ブロッコリー 白河市 不検出22 10 26 給食丸ごと ― 不検出23 10 26 ピーマン 福島県 不検出24 10 27 給食丸ごと ― 不検出25 10 27 白菜 長野県 不検出26 10 30 給食丸ごと ― 不検出27 10 30 柿 和歌山県 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 2 給食丸ごと ― 不検出2 10 2 さつまいも 茨城県 不検出3 10 3 給食丸ごと ― 不検出4 10 3 りんご 山形県 不検出5 10 5 給食丸ごと ― 不検出6 10 5 ほうれん草 栃木県 不検出7 10 6 給食丸ごと ― 不検出8 10 6 きゅうり 白河市 不検出9 10 10 給食丸ごと ― 不検出10 10 10 ブロッコリー 白河市 不検出11 10 11 給食丸ごと ― 不検出12 10 11 柿 和歌山県 不検出13 10 12 給食丸ごと ― 不検出14 10 12 ねぎ 白河市 不検出15 10 13 給食丸ごと ― 不検出16 10 13 キャベツ 栃木県 不検出17 10 18 給食丸ごと ― 不検出18 10 19 給食丸ごと ― 不検出19 10 20 給食丸ごと ― 不検出20 10 23 給食丸ごと ― 不検出21 10 24 給食丸ごと ― 不検出22 10 26 給食丸ごと ― 不検出23 10 27 給食丸ごと ― 不検出24 10 30 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29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 459 kcal煮魚マカロニサラダミニトマト 脂　質 15.3 ｇ味噌汁 食物繊維 3.0 ｇ食塩相当量 1.8 ｇ親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcalひじきサラダりんご味噌汁 脂　質 14.2 ｇ食物繊維 4.6 ｇ食塩相当量 2.6 ｇ焼きそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal海藻サラダオレンジゼリーかぶのスープ 脂　質 13.8 ｇ食物繊維 4.5 ｇ食塩相当量 1.8 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal肉じゃがほうれん草のごま和えバナナ 脂　質 15.2 ｇなめこ汁 食物繊維 5.5 ｇ食塩相当量 1.5 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 473 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 1.7 ｇ食塩相当量 1.7 ｇ深川めし ｴﾈﾙｷﾞｰ 470 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 12.0 ｇ食物繊維 2.8 ｇ食塩相当量 2.4 ｇ鶏うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcalジャーマンポテト柿 脂　質 12.2 ｇ食物繊維 3.6 ｇ食塩相当量 3.3 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 470 kcalエビチリ大豆サラダ梨 脂　質 13.9 ｇ中華スープ 食物繊維 4.1 ｇ食塩相当量 1.7 ｇひき肉カレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 473 kcal和風サラダりんごわかめスープ 脂　質 14.5 ｇ食物繊維 3.7 ｇ食塩相当量 1.7 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal煮込みハンバーグコーンサラダオレンジ 脂　質 16.7 ｇ味噌汁 食物繊維 2.7 ｇ食塩相当量 1.6 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 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 19.0 ｇ味噌汁 食物繊維 2.1 ｇ食塩相当量 1.8 ｇけんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcalカリカリサラダヨーグルト 脂　質 8.3 ｇ食物繊維 4.3 ｇ食塩相当量 3.5 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 487 kcalすき焼き風煮ブロッコリーのお浸しりんご 脂　質 13.1 ｇ和風すいとん 食物繊維 4.5 ｇ食塩相当量 1.5 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 466 kcalマーボー豆腐ほうれん草のごま和えバナナ 脂　質 16.7 ｇ味噌汁 食物繊維 3.5 ｇ食塩相当量 2.4 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal鶏ささみのレモン漬けサラスパサラダキウイフルーツ 脂　質 15.3 ｇ卵スープ 食物繊維 3.6 ｇ食塩相当量 1.3 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 17.8 ｇ／月月月月2222 砂糖/マカロニ/じゃがいも/精白米 よしきりざめ/ロースハム/木綿豆腐/煮干し 人参/きゅうり/玉葱/グリンピース/ミニトマト/大根 牛乳大学いも麦茶チーズ たんぱく質 20.8 ｇ／火火火火3333 砂糖/ホールコーン缶/白ごま/サラダ油/じゃがいも/精白米 鶏むね/卵/干ひじき/生わかめ/木綿豆腐/煮干し 玉葱/グリンピース/キャベツ/きゅうり/人参/りんご/ほうれん草 牛乳せんべいほうじ茶ビスケット たんぱく質 17.0 ｇ／水水水水4444 サラダ油/砂糖/オレンジゼリー/ホールコーン缶/蒸し中華面 豚もも/青のり/わかめ/かにかまぼこ 人参/生椎茸/キャベツ/もやし/ピーマン/玉葱/きゅうり/かぶ/小松菜 牛乳あんぱん麦茶パイ菓子 たんぱく質 16.7 ｇ／木木木木5555 じゃがいも/糸こん/砂糖/サラダ油/黒ごま/精白米 豚もも/木綿豆腐/煮干し 人参/グリンピース/玉葱/生椎茸/ほうれん草/バナナ/なめこ/葱 牛乳おからドーナツほうじ茶クラッカー たんぱく質 20.1 ｇ／金金金金6666 小麦粉/パン粉/サラダ油/精白米 鶏ささみ/スキム/卵/ロースハム/木綿豆腐/煮干し キャベツ/きゅうり/人参/みかん缶/玉葱 牛乳ビスケット麦茶せんべい たんぱく質 20.0 ｇ／火火火火10101010 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（水煮）/焼きちくわ/卵/花かつお/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 牛乳甘辛だんごほうじ茶ウエハース たんぱく質 16.9 ｇ／水水水水11111111 じゃがいも/有塩バター/乾麺 鶏もも/花かつお/ベーコン 葱/生椎茸/人参/ほうれん草/玉葱/グリンピース/柿 牛乳菜めしおにぎり麦茶クッキー たんぱく質 15.9 ｇ／木木木木12121212 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/うずらの卵缶/花かつお にんにく/生姜/葱/人参/きゅうり/キャベツ/ミニトマト/梨/チンゲン菜/きくらげ/えのきたけ 牛乳ふかしいもほうじ茶かりんとう たんぱく質 16.5 ｇ／金金金金13131313 じゃがいも/大豆油/サラダ油/ホールコーン缶/精白米 鶏ひき肉/大豆/わかめ/卵/木綿豆腐/花かつお 玉葱/人参/レーズン/ミニトマト/きゅうり/キャベツ/りんご/葉ねぎ 牛乳カステラ麦茶クラッカー たんぱく質 18.5 ｇ／月月月月16161616 サラダ油/パン粉/砂糖/ホールコーン缶/精白米 豚挽肉/卵/木綿豆腐/油揚げ/煮干し 玉葱/キャベツ/きゅうり/人参/オレンジ/かぶ/ほうれん草 牛乳ホットケーキほうじ茶卵ボーロ たんぱく質 17.4 ｇ／火火火火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/にら/人参 牛乳せんべい麦茶ウエハース たんぱく質 17.3 ｇ／水水水水18181818 里芋/糸こん/小麦粉/サラダ油/三温糖/乾麺 豚肩/油揚げ/煮干し/ヨーグルト ごぼう/大根/人参/葱/白菜/きゅうり/キャベツ 牛乳おにぎりオレンジ果汁クラッカー たんぱく質 17.0 ｇ／木木木木19191919 糸こん/春雨/砂糖/サラダ油/小麦粉/片栗粉/白ごま/精白米 豚もも/木綿豆腐/油揚げ/煮干し 人参/干椎茸/葱/絹さや/ブロッコリー/りんご/大根/しめじ 牛乳揚げパンほうじ茶せんべい たんぱく質 18.8 ｇ／金金金金20202020 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/油揚げ/煮干し 葉ねぎ/人参/干椎茸/にら/生姜/にんにく/ほうれん草/バナナ/大根/チンゲン菜 牛乳クッキー麦茶チーズ たんぱく質 18.3 ｇ／月月月月23232323 片栗粉/サラダ油/砂糖/白ごま/スパゲッティ/ホールコーン缶/精白米 鶏ささみ/ボンレスハム/卵/木綿豆腐/花かつお レモン/キャベツ/きゅうり/キウイフルーツ/玉葱/人参/にら 牛乳ふかしいもほうじ茶ウエハース



平成29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 483 kcal

生揚げのそぼろあんかけ

小松菜の磯和え

みかん 脂　質 13.8 ｇ

のっぺい汁 食物繊維 4.6 ｇ

食塩相当 2.1 ｇ

五目うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal

ミモザサラダ

オレンジゼリー

脂　質 15.3 ｇ

食物繊維 2.4 ｇ

食塩相当 2.7 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 480 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 18.1 ｇ

ワンタンスープ 食物繊維 ｇ

食塩相当 3.3 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 479 kcal

酢豚

小松菜のしらす和え

なめこ汁 脂　質 15.1 ｇ

食物繊維 3.7 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 457 kcal

ポークビーンズ

コーンサラダ

みかん缶 脂　質 16.6 ｇ

味噌汁 食物繊維 3.6 ｇ

食塩相当 1.9 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcal

鶏肉の竜田揚げ

キャベツの味噌ドレッシング和え

柿 脂　質 16.9 ｇ

味噌汁 食物繊維 3.0 ｇ

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。

　秋は実りの秋です。さんま、きのこ、りんご、くりなどおいしい食材がたくさん出回ります。旬のものは栄養も豊富

です。秋の味覚を味わいながら、風邪に負けない体を作りましょう！

☆ 社会食べって何？ ☆ 食卓ルールの伝え方

　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 ①家族でいっしょに食事をする。

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 　団らんをして「心の安定」を図ります。食卓は子どもの心を

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。 キャッチできる絶好の場です。

　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です。 ②食事の時はテレビを消す。

　子どもが「食事に集中」できる環境を作ります。

③大人が見本を見せます。

　口を閉じて、よく噛んで食べます。何でも楽しく食べましょう。

④毎日繰り返します。

　毎日繰り返される中で、自然に身につくよう工夫しましょう。

ｇたんぱく質 16.9

たんぱく質 15.6 ｇ

たんぱく質 17.6 ｇ

ｇ

ｇ

17.5たんぱく質

19.1

ほうじ茶

たんぱく質

No.2

たんぱく質 17.2 ｇ

栄  養  価

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

砂糖/こんにゃく/サラ

ダ油/片栗粉/里芋/精

白米

生揚げ/豚挽肉/焼きの

り/油揚げ/花かつお

生姜/玉葱/人参/生椎

茸/こまつな/みかん/

大根/ごぼう/葱

／

麦茶

せんべい

カルシウムラスク

木木木木
麦茶

おこし

牛乳

フライドポテト26262626

砂糖/小麦粉/サラダ油

/精白米

ぶり/たらこ/豚挽肉 人参/ブロッコリー/に

ら/葱/きくらげ

／

水水水水

25252525

蒸しかまぼこ/油揚げ/

鶏むね/花かつお/卵

ほうれんそう/人参/生

椎茸/きゅうり

牛乳

きな粉団子

牛乳

／

じゃがいも/オレンジ

ゼリー/乾麺

パイ菓子

火火火火

ウエハース

／

27272727

片栗粉/サラダ油/砂糖

/じゃがいも/精白米

豚もも/しらす/木綿豆

腐/煮干し

生姜/人参/玉葱/生椎

茸/ピーマン/パイン缶

/小松菜/なめこ/葱

牛乳

バナナ

金金金金
ほうじ茶

クラッカー

食卓のルールを教えましょう！

30303030

こんにゃく/じゃがい

も/サラダ油/砂糖/

ホールコーン缶/精白

米

豚もも/大豆/油揚げ/

煮干し

人参/生椎茸/グリン

ピース/キャベツ/きゅ

うり/みかん缶/小松菜

/なめこ/葱

牛乳

フランクフルト

／

月月月月
麦茶

せんべい

31313131

片栗粉/サラダ油/ホー

ルコーン缶/三温糖/

じゃがいも/精白米

鶏もも/木綿豆腐/煮干

し

生姜/キャベツ/人参/

きゅうり/柿/大根/チ

ンゲン菜

牛乳

せんべい

／

火火火火
ほうじ茶

さつまいもに豊富に含まれる食物繊維は、

腸内の善玉菌を増やしておなかの調子を整

えるため、便秘予防に役立ちます。穀類やい

も類、野菜、海藻などを多くとる、かつての日

本人の食生活では十分に足りていたのです

が、食生活が変化した現代では、摂取量は

20分の1くらいに減ってしまいました。今が旬

のさつまいもを食べて、食物繊維をしっかりと

りましょう。



平成29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 472 kcal煮魚マカロニサラダミニトマト 脂　質 20.1 ｇ味噌汁 食物繊維 3.5 ｇ食塩相当量 2.1 ｇ親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 479 kcalひじきサラダりんご味噌汁 脂　質 19.3 ｇ食物繊維 5.1 ｇ食塩相当量 3.3 ｇ焼きそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal海藻サラダオレンジゼリーかぶのスープ 脂　質 15.1 ｇ食物繊維 4.3 ｇ食塩相当量 2.0 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal肉じゃがほうれん草のごま和えバナナ 脂　質 20.2 ｇなめこ汁 食物繊維 6.8 ｇ食塩相当量 1.8 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 485 kcalチキンフライコールスローサラダ味噌汁 脂　質 24.2 ｇ食物繊維 2.1 ｇ食塩相当量 2.0 ｇ深川めし ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 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 16.5 ｇ食物繊維 3.5 ｇ食塩相当量 2.9 ｇ鶏うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcalジャーマンポテト柿 脂　質 17.0 ｇ食物繊維 3.1 ｇ食塩相当量 2.5 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 450 kcalエビチリ大豆サラダ梨 脂　質 18.5 ｇ中華スープ 食物繊維 5.1 ｇ食塩相当量 2.4 ｇひき肉カレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal和風サラダりんごわかめスープ 脂　質 19.4 ｇ食物繊維 4.1 ｇ食塩相当量 2.2 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal煮込みハンバーグコーンサラダオレンジ 脂　質 23.1 ｇ味噌汁 食物繊維 3.3 ｇ食塩相当量 2.1 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 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 25.4 ｇ味噌汁 食物繊維 2.5 ｇ食塩相当量 2.2 ｇけんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 463 kcalカリカリサラダヨーグルト 脂　質 11.7 ｇ食物繊維 4.0 ｇ食塩相当量 3.1 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcalすき焼き風煮ブロッコリーのお浸しりんご 脂　質 19.0 ｇ和風すいとん 食物繊維 5.3 ｇ食塩相当量 1.8 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcalマーボー豆腐ほうれん草のごま和えバナナ 脂　質 22.1 ｇ味噌汁 食物繊維 4.2 ｇ食塩相当量 3.0 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 458 kcal鶏ささみのレモン漬けサラスパサラダキウイフルーツ 脂　質 19.9 ｇ卵スープ 食物繊維 4.3 ｇ食塩相当量 1.5 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 21.2 ｇ／月月月月2222 砂糖/マカロニ/じゃがいも/精白米 よしきりざめ/ロースハム/木綿豆腐/煮干し 人参/きゅうり/玉葱/グリンピース/ミニトマト/大根 牛乳大学いも たんぱく質 25.5 ｇ／火火火火3333 砂糖/ホールコーン缶/白ごま/サラダ油/じゃがいも/精白米 鶏むね/卵/干ひじき/生わかめ/木綿豆腐/煮干し 玉葱/グリンピース/キャベツ/きゅうり/人参/りんご/ほうれん草 牛乳せんべい たんぱく質 20.1 ｇ／水水水水4444 サラダ油/砂糖/オレンジゼリー/ホールコーン缶/蒸し中華面 豚もも/青のり/わかめ/かにかまぼこ 人参/生椎茸/キャベツ/もやし/ピーマン/玉葱/きゅうり/かぶ/小松菜 牛乳あんぱん
ビスケット牛乳

たんぱく質 20.5 ｇ／木木木木5555 じゃがいも/糸こん/砂糖/サラダ油/黒ごま/精白米 豚もも/木綿豆腐/煮干し 人参/グリンピース/玉葱/生椎茸/ほうれん草/バナナ/なめこ/葱 牛乳おからドーナツ小麦粉/パン粉/サラダ油/精白米 鶏ささみ/スキム/卵/ロースハム/木綿豆腐/煮干し キャベツ/きゅうり/人参/みかん缶/玉葱金金金金
ｇ／ たんぱく質 25.2 ｇ葱/生椎茸/人参/ほうれん草/玉葱/グリンピース/柿 たんぱく質 19.010101010 たんぱく質 24.5 ｇ／

水水水水
6666 牛乳

12121212 菜めしおにぎり
牛乳
牛乳糸こん/サラダ油/砂糖/小麦粉/じゃがいも/精白米 豚もも/あさり（水煮）/焼きちくわ/卵/花かつお/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／火火火火11111111 甘辛だんご
牛乳じゃがいも/有塩バター/乾麺 鶏もも/花かつお/ベーコンサラダ油/砂糖/片栗粉/じゃがいも/精白米 しばえび/大豆/ロースハム/うずらの卵缶/花かつお にんにく/生姜/葱/人参/きゅうり/キャベツ/ミニトマト/梨/チンゲン菜/きくらげ/えのきたけ たんぱく質 19.5

ｇ／ たんぱく質 #### ｇｇ／木木木木13131313 ふかしいも
牛乳 たんぱく質 22.7

じゃがいも/大豆油/サラダ油/ホールコーン缶/精白米 鶏ひき肉/大豆/わかめ/卵/木綿豆腐/花かつお 玉葱/人参/レーズン/ミニトマト/きゅうり/キャベツ/りんご/葉ねぎ／金金金金16161616 カステラサラダ油/パン粉/砂糖/ホールコーン缶/精白米 豚挽肉/卵/木綿豆腐/油揚げ/煮干し 玉葱/キャベツ/きゅうり/人参/オレンジ/かぶ/ほうれん草 たんぱく質 21.6 ｇ月月月月17171717 ホットケーキ牛乳小麦粉/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/にら/人参／火火火火 せんべい牛乳
ｇ／ たんぱく質 20.8 ｇ水水水水19191919 おにぎり牛乳牛乳
ｇたんぱく質 19.518181818 里芋/糸こん/小麦粉/サラダ油/三温糖/乾麺 豚肩/油揚げ/煮干し/ヨーグルト ごぼう/大根/人参/葱/白菜/きゅうり/キャベツ糸こん/春雨/砂糖/サラダ油/小麦粉/片栗粉/白ごま/精白米 豚もも/木綿豆腐/油揚げ/煮干し 人参/干椎茸/葱/絹さや/ブロッコリー/りんご/大根/しめじ／木木木木20202020 揚げパン

牛乳
／

ｇ／月月月月 ふかしいも大豆油/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/油揚げ/煮干し 葉ねぎ/人参/干椎茸/にら/生姜/にんにく/ほうれん草/バナナ/大根/チンゲン菜 たんぱく質 22.8片栗粉/サラダ油/砂糖/白ごま/スパゲッティ/ホールコーン缶/精白米 鶏ささみ/ボンレスハム/卵/木綿豆腐/花かつお レモン/キャベツ/きゅうり/キウイフルーツ/玉葱/人参/にら たんぱく質 22.2金金金金23232323 クッキー



平成29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 477 kcal生揚げのそぼろあんかけ小松菜の磯和えみかん 脂　質 19.7 ｇのっぺい汁 食物繊維 5.5 ｇ食塩相当量 2.6 ｇ五目うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcalミモザサラダオレンジゼリー 脂　質 19.3 ｇ食物繊維 2.6 ｇ食塩相当量 2.1 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 472 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 24.9 ｇワンタンスープ 食物繊維 4.0 ｇ食塩相当量 1.9 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 451 kcal酢豚小松菜のしらす和えなめこ汁 脂　質 18.6 ｇ食物繊維 4.2 ｇ食塩相当量 2.1 ｇふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 439 kcalポークビーンズコーンサラダみかん缶 脂　質 23.5 ｇ味噌汁 食物繊維 4.6 ｇ食塩相当量 2.2 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 483 kcal鶏肉の竜田揚げキャベツの味噌ドレッシング和え柿 脂　質 22.9 ｇ味噌汁 食物繊維 3.3 ｇ食塩相当量 2.4 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。　秋は実りの秋です。さんま、きのこ、りんご、くりなどおいしい食材がたくさん出回ります。旬のものは栄養も豊富です。秋の味覚を味わいながら、風邪に負けない体を作りましょう！

☆ 社会食べって何？ ☆ 食卓ルールの伝え方　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 ①家族でいっしょに食事をする。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 　団らんをして「心の安定」を図ります。食卓は子どもの心を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。 キャッチできる絶好の場です。　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です。 ②食事の時はテレビを消す。　子どもが「食事に集中」できる環境を作ります。③大人が見本を見せます。　口を閉じて、よく噛んで食べます。何でも楽しく食べましょう。④毎日繰り返します。　毎日繰り返される中で、自然に身につくよう工夫しましょう。

たんぱく質 21.3 ｇ／30303030 こんにゃく/じゃがいも/サラダ油/砂糖/ホールコーン缶/精白米 豚もも/大豆/油揚げ/煮干し 人参/生椎茸/グリンピース/キャベツ/きゅうり/みかん缶/小松菜/なめこ/葱 牛乳フランクフルト月月月月 ｇ／31313131 片栗粉/サラダ油/ホールコーン缶/三温糖/じゃがいも/精白米 鶏もも/木綿豆腐/煮干し 生姜/キャベツ/人参/きゅうり/柿/大根/チンゲン菜 牛乳せんべい火火火火 たんぱく質 19.5

No.2たんぱく質 21.2 ｇ栄  養  価

／ たんぱく質25252525 じゃがいも/オレンジゼリー/乾麺 蒸しかまぼこ/油揚げ/鶏むね/花かつお/卵 ほうれんそう/人参/生椎茸/きゅうり水水水水 牛乳きな粉団子 ｇ／ たんぱく質 22.226262626 砂糖/小麦粉/サラダ油/精白米 ぶり/たらこ/豚挽肉 人参/ブロッコリー/にら/葱/きくらげ フライドポテト牛乳
砂糖/こんにゃく/サラダ油/片栗粉/里芋/精白米／ 熱や力になるもの日／曜 献  立  名

材　  　料　　  名

ｇカルシウムラスク生揚げ/豚挽肉/焼きのり/油揚げ/花かつお 生姜/玉葱/人参/生椎茸/こまつな/みかん/大根/ごぼう/葱 22.1
牛乳

食卓のルールを教えましょう！

片栗粉/サラダ油/砂糖/じゃがいも/精白米 豚もも/しらす/木綿豆腐/煮干し

血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの お や つ

ｇ／木木木木 たんぱく質 20.4生姜/人参/玉葱/生椎茸/ピーマン/パイン缶/小松菜/なめこ/葱 牛乳バナナ金金金金27272727
火火火火24242424

さつまいもに豊富に含まれる食物繊維は、腸内の善玉菌を増やしておなかの調子を整えるため、便秘予防に役立ちます。穀類やいも類、野菜、海藻などを多くとる、かつての日本人の食生活では十分に足りていたのですが、食生活が変化した現代では、摂取量は20分の1くらいに減ってしまいました。今が旬のさつまいもを食べて、食物繊維をしっかりとりましょう。



 【西こども園 】 【西こども園 】 【西こども園 】 【西こども園 】

1 10 4 給食丸ごと ― 不検出2 10 6 給食丸ごと ― 不検出3 10 11 給食丸ごと ― 不検出4 10 13 給食丸ごと ― 不検出5 10 18 給食丸ごと ― 不検出6 10 20 給食丸ごと ― 不検出7 10 25 給食丸ごと ― 不検出8 10 27 給食丸ごと ― 不検出

備考件数 検査日 検体名 検査値産地



new
Ｈ２９、１０月の献立表（０～２才） ◎午前のおやつ材料 ○午後のおやつ材料 献立作成　吉田真奈美月 火 水 木 金2　　年長組人気メニュー 3 4   　 十　五　夜 5 6ラーメン 麦茶 ごはん りんごジュース ナポリタン いちご牛乳 さつま芋ごはん 麦茶 ごはん 野菜ジュース鶏肉のから揚げ 鈴カステラ 青菜のみそ汁 小魚せんべい 卵スープ ひねり揚げ 油揚げのみそ汁 星たべよ 豆腐のみそ汁 おっとっともやしの和え物 飲むヨーグルト 豚肉の香味焼 牛乳 ブロッコリーのサラダ 麦茶 ほっけの塩焼き 鉄入り牛乳 ハンバーグ 麦茶ぶどう クラッカー 切り干し大根サラダ ドーナツ 梨 ☆お月見 キャベツの和え物 ☆お麩 かぼちゃのサラダ プリンオレンジ 　豆腐団子 キウイ 　　　ラスク グレープフルーツ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑中華麺 ○飲むヨーグルト ぶどう 米、砂糖、油 ○牛乳 玉ねぎ スパゲティー 卵、〇豆腐 梨、玉ねぎ 米、さつま芋 ○鉄入り牛乳 キウイ 米 豚挽肉 かぼちゃ油、片栗粉 鶏肉 もやし ごま 豚肉、みそ 人参 オリーブ油 ◎牛乳 ブロッコリー ○麩、○砂糖 ○スキムミルク キャベツ マヨネーズ 豆腐、ハム きゅうりごま油 なると キャベツ かにかま 小松菜 ウインナー 人参、コーン ○バター ほっけ 人参 パン粉 牛乳、みそ 玉ねぎ和風ドレッシング チャーシュー 人参 油揚げ きゅうり 〇白玉粉 鶏肉、かまぼこ ピーマン、ネギ ごま ちくわ、みそ ねぎ 砂糖 卵 人参チンゲン菜、コーン ねぎ、切り干し大根、オレンジ 〇砂糖 スキムミルク 〇ココア 油揚げ わかめ 玉ねぎドレッシング ◎野菜Jねぎ、生姜、にんにく にんにく、◎りんごＪ 砂糖 〇きな粉 ケチャップ 砂糖 片栗粉補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・貝類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・魚介類９　　　　体育の日 10 12　   運動会応援メニュー 13　 ３～５歳お弁当の日ごはん 麦茶 きのこ入りハヤシライス 牛乳 鉄入り牛乳 二色どんぶり ぶどうジュースなめこのみそ汁 ごまビスケット かぶのスープ 源氏パイ 野菜のスープ クッキー 豚汁 三日月せんべいかれいのムニエル カルピス 人参とツナのサラダ りんごジュース 鶏肉のつけ焼き 麦茶 キャベツの和え物 牛乳大根の炒め物 まがりせんべい オレンジ ☆カルシウム ミニトマト、星ポテト ☆フルーチェ バナナ プチシューキウイ チーズ 　ラスク 梨 　　（いちご）黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、小麦粉 ○カルピス キウイ 米、じゃが芋 豚肉、◎牛乳 玉ねぎ、しいたけ 米 ◎鉄入り牛乳 梨 米、じゃが芋 鶏挽肉 バナナ、生姜砂糖 かれい、みそ 大根、ねぎ ○食パン ツナ缶 オレンジ、きゅうり片栗粉、油 ○牛乳 玉ねぎ、人参 砂糖、油 卵、豚肉 キャベツバター ○チーズ 人参 ○マヨネーズ ○粉チーズ ブロッコリー 焼き肉のたれ 鶏肉 ミニトマト 豆腐 人参、ねぎさつま揚げ 小松菜 油、ごま油 ベーコン 人参、かぶ フライドポテト ウインナー キャベツ 油揚げ ごぼう、塩昆布しいたけ、なめこ ハヤシルウ ○青のり、〇りんごJ,しめじ、かぶの葉 ○ホイップクリーム パセリ粉、えのき みそ、〇牛乳 ◎ぶどうＪ補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・・きのこ類16 17　　　季節のメニュー 18 19 20　　３～５歳お弁当の日りんごジャムパン 麦茶 きのこごはん 麦茶 ごはん 飲むヨーグルト ごはん はと麦茶 焼きそば 牛乳ハムチーズパン サブレ 五目みそ汁 かっぱえびせん 中華スープ ウエハース 野菜のみそ汁 鈴カステラ チンゲン菜のスープ 星食べよシチュー オレンジジュース さんまのごま焼き 牛乳 しゅうまい 麦茶 タンドリーチキン 鉄入り牛乳 もやしの和え物 ぶどうジュース三色サラダ ひねり揚げ ブロッコリーサラダ ☆スイート ナムル ☆チーズ マカロニサラダ ☆クッキー オレンジ マリービスケット梨 柿 　ポテト バナナ 　　蒸しパン キウイ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑食パン、油 牛乳、鶏肉 〇オレンジJ 米、ごま ○牛乳、さんま ブロッコリー 米 豚挽肉、卵 バナナ 米、○小麦粉 ○鉄入り牛乳 キウイ 焼きそば麺 豚肉 ○ぶどうＪじゃが芋 チーズ 梨、玉ねぎ ○さつま芋 鶏挽肉、みそ 人参、かぼちゃ 〇ホットケーキ粉 かにかま もやし マヨネーズ 鶏肉、ハム 玉ねぎ、ケチャップ油、砂糖 ちくわ オレンジマーガリン ハム キャベツ ○砂糖、砂糖 かにかま 玉ねぎ、しめじ しゅうまいの皮 〇粉チーズ 玉ねぎ マカロニ ヨーグルト、みそ 人参、にんにく ごま油 ◎牛乳 玉ねぎシチュールウ 人参、コーン缶 片栗粉 油揚げ、○卵 しいたけ、柿 片栗粉 〇スキムミルク 人参 ○砂糖 〇スキムミルク 小松菜 ごま キャベツ和風ドレッシング りんごジャム、パセリ粉 ○バター ○スキムミルク えのき、キャベツ 砂糖、ごま油 ◎飲むヨーグルト にら、生姜 カレー粉、○バター、○ごま きゅうり もやし、人参、チンゲン菜、小松菜、青のり補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・芋類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・きのこ類

グレープフルーツ　　　　　　　11 ピラフ



Ｈ２９、１０月の献立表（０～２才） ◎午前のおやつ材料 ○午後のおやつ材料月 火　　 水 木 金２３　にこにこ給食 24 25 26 27　　３～５歳お弁当の日カレーライス はと麦茶 ごはん 牛乳 芋煮うどん 牛乳 ごはん 野菜ジュース ごはん 麦茶きのこのスープ ごまビスケット 切り干し大根のみそ汁 三日月せんべい えびの天ぷら ビスコ わかめみそ汁 じゃこべい かぼちゃのみそ汁 ハーベスト春雨サラダ 牛乳 鶏肉の照り焼き 麦茶 キャベツのおかか和え 麦茶 豚肉の甘辛炒め いちご牛乳 鮭の生姜焼き カルピスキウイ プチシュー ごぼうのサラダ ☆お好み焼き 梨 ☆ゆかり スパゲティーサラダ ☆じゃが芋 大根のきんぴら まがりせんべいバナナ 　おにぎり オレンジ 　　ボーロ キウイ チーズ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、じゃが芋 〇牛乳 玉ねぎ 米 鶏肉、みそ うどん、里芋 えび、牛肉 ごぼう、ねぎ ○じゃが芋 ○粉チーズ ◎野菜Ｊ 米、じゃが芋 ○カルピス キウイマロニー 豚肉 キウイ ごまドレッシング ベーコン バナナ 〇米 鰹節 梨、キャベツ ○片栗粉 ○鉄入り牛乳 オレンジ 砂糖、油 鮭、みそ かぼちゃ油、砂糖 かにかま もやし、人参 ○お好み焼き粉 油揚げ、◎牛乳 玉ねぎ てんぷら粉 米 豚肉、みそ 玉ねぎ、人参 ごま ○チーズ 人参、大根ごま油 えのき ○マヨネーズ ○豚肉、○卵 ごぼう 油、こんにゃく◎牛乳 人参、大根 マヨネーズ わかめ 油揚げ ねぎ、生姜カレールウ しめじ 〇ウインナー まいたけ スパゲティー コーン、きゅうり、ピーマン 玉ねぎきゅうり、わかめ 切り干し大根人参、○キャベツ、○コーン、○青のり 〇ごま 〇ゆかり 砂糖、油 生姜、○青のり補ってほしい食品・・・大豆製品類 補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・・卵類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・肉類30　　創立記念日 31赤飯 麦茶 ごはん ぶどうジュース ・主食 Aм飲み物花麩のすまし汁 小魚せんべい 卵スープ クラッカー ・汁、スープ類 Aмおやつ鶏肉のから揚げ 鉄入り牛乳 ハンバーグ 麦茶 ・主菜ブロッコリーの和え物 源氏パイ 野菜ソテー ☆フルーツ ・副菜 Pм飲み物柿 オレンジ 　ヨーグルト ・デザート Pмおやつ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、もち米 〇鉄入り牛乳 柿 米、パン粉 豚挽肉、卵 ◎ぶどうＪ油、片栗粉 鶏肉、ちくわ ブロッコリー 砂糖 チーズ、牛乳 オレンジ 力や熱になる 血や筋肉に　 体の調子を麩、ごま 小豆 ほうれん草 バター ○ヨーグルト 玉ねぎ なる 　　　　　整える和風ドレッシング 人参、えのき ○砂糖 かまぼこ キャベツねぎ、にんにく、生姜、もやしコーン、人参、ケチャップ、○みかん缶、○もも缶補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・大豆製品類※お昼の１食分とおやつを合わせた目標値と１０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　４４７Ｋｃａｌ たんぱく質　１５．５ｇ 脂質　１１．９ｇ 塩分　１．６ｇ カルシウム　　１９６ｍｇ※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。
◎ぼだい樹給食室飯村家で好評な「きのこ入りハヤシライス」を取り入れました。きのこは食物繊維を始めビタミン類、ミネラルを豊富に含んでいるので便秘解消やカルシウム吸収の促進、骨や歯を丈夫にします。また、体の調子を整えたり、疲労回復の効果があります。ハヤシライスだけでなく、きのこはスープやみそ汁、炒め物にも合うので、ご家庭でも取り入れてみてはいかがでしょうか。

１０月４日は「十五夜」です。「中秋の名月」や「芋名月」という地方もあります。収穫時の行事である十五夜は、田畑で採れた作物をお供えし収穫に感謝する行事でもありました。月見だんごやススキ、里芋などを備えてお月見をする風習があります。給食でも十五夜にちなみ“お月見団子”をおやつに提供します。ご家庭でもお子さんと一緒に夜空を見上げてきれいな月を眺めてみてはいかがでしょうか。



new
Ｈ２９、１０月の献立表（３～５才） ○午後のおやつ材料 献立作成　吉田真奈美月 火 水 木 金2　　年長組人気メニュー 3 4   　 十　五　夜 5 6ラーメン ごはん ナポリタン さつま芋ごはん ごはん鶏肉のから揚げ 青菜のみそ汁 卵スープ 油揚げのみそ汁 豆腐のみそ汁もやしの和え物 飲むヨーグルト 豚肉の香味焼 牛乳 ブロッコリーのサラダ 麦茶 ほっけの塩焼き 鉄入り牛乳 ハンバーグ 麦茶ぶどう クラッカー 切り干し大根サラダ ドーナツ 梨 ☆お月見 キャベツの和え物 ☆お麩 かぼちゃのサラダ プリンオレンジ 　豆腐団子 キウイ 　　　ラスク グレープフルーツ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑中華麺 ○飲むヨーグルト ぶどう 米、砂糖、油 ○牛乳 玉ねぎ スパゲティー 卵、〇豆腐 梨、玉ねぎ 米、さつま芋 ○鉄入り牛乳 キウイ 米 豚挽肉 かぼちゃ油、片栗粉 鶏肉 もやし ごま 豚肉、みそ 人参 オリーブ油 ブロッコリー ○麩、○砂糖 ○スキムミルク キャベツ マヨネーズ 豆腐、ハム きゅうりごま油 なると キャベツ かにかま 小松菜 ウインナー 人参、コーン ○バター ほっけ 人参 パン粉 牛乳、みそ 玉ねぎ和風ドレッシング チャーシュー 人参 油揚げ きゅうり 〇白玉粉 鶏肉、かまぼこ ピーマン、ネギ ごま ちくわ、みそ ねぎ 砂糖 卵 人参チンゲン菜、コーン ねぎ、切り干し大根、オレンジ 〇砂糖 スキムミルク 〇ココア 油揚げ わかめ 玉ねぎドレッシングねぎ、生姜、にんにく にんにく 砂糖 〇きな粉 ケチャップ 砂糖 片栗粉補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・貝類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・魚介類９　　　　体育の日 10 12　   運動会応援メニュー 13　 ３～５歳お弁当の日ごはん きのこ入りハヤシライスなめこのみそ汁 かぶのスープ 野菜のスープかれいのムニエル カルピス 人参とツナのサラダ りんごジュース 鶏肉のつけ焼き 麦茶 牛乳大根の炒め物 まがりせんべい オレンジ ☆カルシウム ミニトマト、星ポテト ☆フルーチェ プチシューキウイ チーズ 　ラスク 梨 　　（いちご）黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、小麦粉 ○カルピス キウイ 米、じゃが芋 豚肉 玉ねぎ、しいたけ 米 梨砂糖 かれい、みそ 大根、ねぎ ○食パン ツナ缶 オレンジ、きゅうり片栗粉、油 ○牛乳 玉ねぎ、人参バター ○チーズ 人参 ○マヨネーズ ○粉チーズ ブロッコリー 焼き肉のたれ 鶏肉 ミニトマトさつま揚げ 小松菜 油、ごま油 ベーコン 人参、かぶ フライドポテト ウインナー キャベツしいたけ、なめこ ハヤシルウ ○青のり、〇りんごJ,しめじ、かぶの葉 ○ホイップクリーム パセリ粉、えのき 〇牛乳補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・魚介類16 17　　　季節のメニュー 18 19 　 20　　３～５歳お弁当の日りんごジャムパン きのこごはん ごはん ごはんハムチーズパン 五目みそ汁 中華スープ 野菜のみそ汁シチュー オレンジジュース さんまのごま焼き 牛乳 しゅうまい 麦茶 タンドリーチキン 鉄入り牛乳 ぶどうジュース三色サラダ ばかうけ ブロッコリーサラダ ☆スイート ナムル ☆チーズ マカロニサラダ ☆クッキー マリービスケット梨 柿 　ポテト バナナ 　　蒸しパン キウイ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑食パン、油 牛乳、鶏肉 〇オレンジJ 米、ごま ○牛乳、さんま ブロッコリー 米 豚挽肉、卵 バナナ 米、○小麦粉 ○鉄入り牛乳 キウイ ○ぶどうＪじゃが芋 チーズ 梨、玉ねぎ ○さつま芋 鶏挽肉、みそ 人参、かぼちゃ 〇ホットケーキ粉 かにかま もやし マヨネーズ 鶏肉、ハム 玉ねぎ、ケチャップマーガリン ハム キャベツ ○砂糖、砂糖 かにかま 玉ねぎ、しめじ しゅうまいの皮 〇粉チーズ 玉ねぎ マカロニ ヨーグルト、みそ 人参、にんにくシチュールウ 人参、コーン缶 片栗粉 油揚げ、○卵 しいたけ、柿 片栗粉 〇スキムミルク 人参 ○砂糖 〇スキムミルク 小松菜和風ドレッシング りんごジャム、パセリ粉 ○バター ○スキムミルク えのき、キャベツ 砂糖、ごま油 にら、生姜 カレー粉、○バター、○ごま きゅうり補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・芋類 補ってほしい食品・・・海藻類
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Ｈ２９、１０月の献立表（３～５才） ○午後のおやつ材料月 火　　 水 木 金２３　にこにこ給食 24 25 26 27　　３～５歳お弁当の日カレーライス ごはん 芋煮うどん ごはんきのこのスープ 切り干し大根のみそ汁 えびの天ぷら わかめみそ汁春雨サラダ 牛乳 鶏肉の照り焼き 麦茶 キャベツのおかか和え 麦茶 豚肉の甘辛炒め いちご牛乳 カルピスキウイ プチシュー ごぼうのサラダ ☆お好み焼き 梨 ☆ゆかり スパゲティーサラダ ☆じゃが芋 まがりせんべいバナナ 　おにぎり オレンジ 　　ボーロ チーズ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、じゃが芋 〇牛乳 玉ねぎ 米 鶏肉、みそ うどん、里芋 えび、牛肉 ごぼう、ねぎ ○じゃが芋 ○粉チーズ ○カルピスマロニー 豚肉 キウイ ごまドレッシング ベーコン バナナ 〇米 鰹節 梨、キャベツ ○片栗粉 ○鉄入り牛乳 オレンジ油、砂糖 かにかま もやし、人参 ○お好み焼き粉 油揚げ 玉ねぎ てんぷら粉 米 豚肉、みそ 玉ねぎ、人参 ○チーズごま油 えのき ○マヨネーズ ○豚肉、○卵 ごぼう 油、こんにゃく 人参、大根 マヨネーズ わかめカレールウ しめじ 〇ウインナー まいたけ スパゲティー コーン、きゅうり、ピーマンきゅうり、わかめ 切り干し大根人参、○キャベツ、○コーン、○青のり 〇ごま 〇ゆかり 砂糖、油 生姜、○青のり補ってほしい食品・・・大豆製品類 補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・・卵類 補ってほしい食品・・・きのこ類30　　創立記念日 31赤飯 ごはん ・主食花麩のすまし汁 卵スープ ・汁、スープ類鶏肉のから揚げ 鉄入り牛乳 ハンバーグ 麦茶 ・主菜ブロッコリーの和え物 源氏パイ 野菜ソテー ☆フルーツ ・副菜 Pм飲み物柿 オレンジ 　ヨーグルト ・デザート Pмおやつ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、もち米 〇鉄入り牛乳 柿 米、パン粉 豚挽肉、卵油、片栗粉 鶏肉、ちくわ ブロッコリー 砂糖 チーズ、牛乳 オレンジ 力や熱になる 血や筋肉に　 体の調子を麩、ごま 小豆 ほうれん草 バター ○ヨーグルト 玉ねぎ なる 　　　　　整える和風ドレッシング 人参、えのき ○砂糖 かまぼこ キャベツねぎ、にんにく、生姜、もやしコーン、人参、ケチャップ、○みかん缶、○もも缶補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・大豆製品類※お昼の１食分とおやつを合わせた目標値と１０月の平均値です。目標値 エネルギー　５１０Ｋｃａｌ たんぱく質　１９．１ｇ 脂質　１５．９ｇ 塩分　２．０ｇ カルシウム　　２４０ｍｇ平均値 エネルギー　５２９Ｋｃａｌ たんぱく質　１９．１ｇ 脂質　１５．９ｇ 塩分　２．０ｇ カルシウム　　１９８ｍｇ※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。
◎ぼだい樹給食室飯村家で好評な「きのこ入りハヤシライス」を取り入れました。きのこは食物繊維を始めビタミン類、ミネラルを豊富に含んでいるので便秘解消やカルシウム吸収の促進、骨や歯を丈夫にします。また、体の調子を整えたり、疲労回復の効果があります。ハヤシライスだけでなく、きのこはスープやみそ汁、炒め物にも合うので、ご家庭でも取り入れてみてはいかがでしょうか。

１０月４日は「十五夜」です。「中秋の名月」や「芋名月」という地方もあります。収穫時の行事である十五夜は、田畑で採れた作物をお供えし収穫に感謝する行事でもありました。月見だんごやススキ、里芋などを備えてお月見をする風習があります。給食でも十五夜にちなみ“お月見団子”をおやつに提供します。ご家庭でもお子さんと一緒に夜空を見上げてきれいな月を眺めてみてはいかがでしょうか。



 【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 2 給食丸ごと ― 不検出2 10 3 給食丸ごと ― 不検出3 10 4 給食丸ごと ― 不検出4 10 5 給食丸ごと ― 不検出5 10 6 給食丸ごと ― 不検出6 10 10 給食丸ごと ― 不検出7 10 11 給食丸ごと ― 不検出8 10 12 給食丸ごと ― 不検出9 10 13 給食丸ごと ― 不検出10 10 16 給食丸ごと ― 不検出11 10 17 給食丸ごと ― 不検出12 10 18 給食丸ごと ― 不検出13 10 19 給食丸ごと ― 不検出14 10 20 給食丸ごと ― 不検出15 10 23 給食丸ごと ― 不検出16 10 24 給食丸ごと ― 不検出17 10 25 給食丸ごと ― 不検出18 10 26 給食丸ごと ― 不検出19 10 27 給食丸ごと ― 不検出20 10 30 給食丸ごと ― 不検出21 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 玉ねぎ 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 須賀川市　岩瀬村 不検出11 10 11 給食丸ごと ― 不検出12 10 11 キャベツ 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 南瓜 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 南瓜 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 にんじん 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


	【HP用】H29_10月 さくら
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