
1 12 1 給食丸ごと － 不検出2 12 1 豆腐 福島県 不検出3 12 1 人参 千葉県 不検出4 12 4 給食丸ごと － 不検出5 12 4 白菜 白河市 不検出6 12 4 もやし 郡山市 不検出7 12 5 給食丸ごと － 不検出8 12 5 ピーマン 茨城県 不検出9 12 6 給食丸ごと － 不検出10 12 6 にら 栃木県 不検出11 12 6 玉ねぎ 北海道 不検出12 12 7 給食丸ごと － 不検出13 12 7 ねぎ 福島県 不検出14 12 7 きゅうり 白河市 不検出15 12 8 給食丸ごと － 不検出16 12 8 里芋 千葉県 不検出17 12 8 大根 神奈川県 不検出18 12 11 給食丸ごと － 不検出19 12 11 チンゲン菜 福島県 不検出20 12 12 給食丸ごと － 不検出21 12 12 豚もも挽肉 秋田県 不検出22 12 13 給食丸ごと － 不検出23 12 13 卵 福島県 不検出24 12 13 キャベツ 茨城県 不検出25 12 14 給食丸ごと － 不検出26 12 14 りんご 福島県 不検出27 12 14 人参 千葉県 不検出28 12 15 給食丸ごと － 不検出29 12 15 バナナ フィリピン 不検出30 12 15 ブロッコリー 福島県 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 12 18 給食丸ごと － 不検出32 12 18 玉ねぎ 北海道 不検出33 12 18 じゃがいも 北海道 不検出34 12 19 給食丸ごと － 不検出35 12 19 しいたけ 白河市 不検出36 12 20 給食丸ごと － 不検出37 12 20 白菜 白河市 不検出38 12 20 豆腐 福島県 不検出39 12 21 給食丸ごと － 不検出40 12 21 鶏もも肉 岩手県 不検出41 12 21 玉ねぎ 北海道 不検出42 12 22 給食丸ごと － 不検出43 12 22 ねぎ 福島県 不検出44 12 22 かぼちゃ メキシコ 不検出45 12 25 給食丸ごと － 不検出46 12 25 みかん 和歌山県 不検出47 12 26 給食丸ごと － 不検出48 12 26 ほうれん草 福島県 不検出49 12 27 給食丸ごと － 不検出50 12 27 大根 千葉県 不検出51 12 28 給食丸ごと － 不検出52 12 28 米 白河市 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 12 1 給食丸ごと － 不検出2 12 1 糸こんにゃく 福島県 不検出3 12 1 大根 神奈川県 不検出4 12 4 給食丸ごと － 不検出5 12 4 豚モモ肉 福島県 不検出6 12 4 白菜 山形県 不検出7 12 5 給食丸ごと － 不検出8 12 5 蕪 栃木県 不検出9 12 5 ピーマン 茨城県 不検出10 12 6 給食丸ごと － 不検出11 12 6 木綿豆腐 福島県 不検出12 12 6 にら 福島県 不検出13 12 7 給食丸ごと － 不検出14 12 7 鶏モモ肉 北海道 不検出15 12 7 なめこ 群馬県 不検出16 12 8 給食丸ごと － 不検出17 12 8 里芋 千葉県 不検出18 12 8 ほうれん草 栃木県 不検出19 12 11 給食丸ごと － 不検出20 12 11 豚挽き肉 福島県 不検出21 12 11 チンゲン菜 静岡県 不検出22 12 12 給食丸ごと － 不検出23 12 12 卵 福島県 不検出24 12 12 人参 千葉県 不検出25 12 13 給食丸ごと － 不検出26 12 13 じゃが芋 北海道 不検出27 12 13 キャベツ 千葉県 不検出28 12 14 給食丸ごと － 不検出29 12 14 ごぼう 栃木県 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



30 12 14 鶏肝臓 北海道 不検出31 12 15 給食丸ごと － 不検出32 12 15 長ネギ 福島県 不検出33 12 15 ブロッコリー 福島県 不検出34 12 18 給食丸ごと － 不検出35 12 18 鰆 中国 不検出36 12 18 もやし 栃木県 不検出37 12 19 給食丸ごと － 不検出38 12 19 大根 千葉県 不検出39 12 19 りんご 福島県 不検出40 12 20 給食丸ごと － 不検出41 12 20 豚モモ肉 福島県 不検出42 12 20 蒟蒻 福島県 不検出43 12 21 給食丸ごと － 不検出44 12 21 鶏挽肉 北海道 不検出45 12 21 南瓜 北海道 不検出46 12 22 給食丸ごと － 不検出47 12 22 玉葱 北海道 不検出48 12 22 人参 千葉県 不検出49 12 25 給食丸ごと － 不検出50 12 25 木綿豆腐 福島県 不検出51 12 25 小松菜 茨城県 不検出52 12 26 給食丸ごと － 不検出53 12 26 もやし 栃木県 不検出54 12 26 蕪 栃木県 不検出55 12 27 給食丸ごと － 不検出56 12 27 豚ばら肉 福島県 不検出57 12 27 白菜 茨城県 不検出58 12 28 給食丸ごと － 不検出59 12 28 じゃが芋 北海道 不検出60 12 28 えのきたけ 新潟県 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 12 1 給食丸ごと － 不検出2 12 4 給食丸ごと － 不検出3 12 4 白菜 福島県 不検出4 12 5 給食丸ごと － 不検出5 12 6 給食丸ごと － 不検出6 12 7 給食丸ごと － 不検出7 12 8 給食丸ごと － 不検出8 12 11 給食丸ごと － 不検出9 12 12 給食丸ごと － 不検出10 12 13 給食丸ごと － 不検出11 12 14 給食丸ごと － 不検出12 12 15 給食丸ごと － 不検出13 12 18 給食丸ごと － 不検出14 12 19 給食丸ごと － 不検出15 12 20 給食丸ごと － 不検出16 12 21 給食丸ごと － 不検出17 12 22 給食丸ごと － 不検出18 12 25 給食丸ごと － 不検出19 12 26 給食丸ごと － 不検出20 12 27 給食丸ごと － 不検出21 12 28 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 12 1 給食丸ごと － 不検出2 12 1 りんご 福島県 不検出3 12 1 大根 福島県 不検出4 12 4 給食丸ごと － 不検出5 12 4 もやし 福島県 不検出6 12 4 白菜 福島県 不検出7 12 5 給食丸ごと － 不検出8 12 5 きゅうり 福島県 不検出9 12 5 小松菜 茨城県 不検出10 12 6 給食丸ごと － 不検出11 12 6 じゃがいも 北海道 不検出12 12 6 にら 茨城県 不検出13 12 7 給食丸ごと － 不検出14 12 7 鶏肉 岩手県 不検出15 12 7 たまねぎ 北海道 不検出16 12 8 給食丸ごと － 不検出17 12 8 大根 青森県 不検出18 12 8 ほうれん草 茨城県 不検出19 12 11 給食丸ごと － 不検出20 12 11 じゃがいも 北海道 不検出21 12 11 チンゲン菜 茨城県 不検出22 12 12 給食丸ごと － 不検出23 12 12 白菜 福島県 不検出24 12 12 人参 千葉県 不検出25 12 13 給食丸ごと － 不検出26 12 13 豚肉 福島県 不検出27 12 13 きゅうり 福島県 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



28 12 14 給食丸ごと － 不検出29 12 14 キャベツ 神奈川県 不検出30 12 14 ロースハム 栃木県 不検出31 12 15 給食丸ごと － 不検出32 12 15 にら 茨城県 不検出33 12 15 ねぎ 埼玉県 不検出34 12 18 給食丸ごと － 不検出35 12 18 もやし 郡山市 不検出36 12 18 ピーマン 茨城県 不検出37 12 19 給食丸ごと － 不検出38 12 19 きゅうり 宮崎県 不検出39 12 19 キャベツ 茨城県 不検出40 12 20 給食丸ごと － 不検出41 12 20 白菜 白河市 不検出42 12 20 しいたけ 白河市 不検出43 12 21 給食丸ごと － 不検出44 12 21 鶏肉 青森県 不検出45 12 21 大根 白河市 不検出46 12 22 給食丸ごと － 不検出47 12 22 たまねぎ 北海道 不検出48 12 22 チンゲン菜 白河市 不検出49 12 25 給食丸ごと － 不検出50 12 25 小松菜 白河市 不検出51 12 25 ねぎ 白河市 不検出52 12 26 給食丸ごと － 不検出53 12 26 もやし 郡山市 不検出54 12 26 キャベツ 茨城県 不検出55 12 27 給食丸ごと － 不検出56 12 27 りんご 鏡石町 不検出57 12 27 白菜 白河市 不検出58 12 28 給食丸ごと － 不検出59 12 28 たまねぎ 北海道 不検出60 12 28 大根 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 12 1 給食丸ごと － 不検出2 12 1 豚もも肉 青森県 不検出3 12 4 給食丸ごと － 不検出4 12 4 もやし 郡山市 不検出5 12 4 みかん 和歌山県 不検出6 12 5 給食丸ごと － 不検出7 12 5 かぶ 福島県 不検出8 12 5 ピーマン 茨城県 不検出9 12 6 給食丸ごと － 不検出10 12 6 ブロッコリー 福島県 不検出11 12 6 人参 千葉県 不検出12 12 7 給食丸ごと － 不検出13 12 7 オレンジ オーストラリア 不検出14 12 7 卵 中島村 不検出15 12 8 給食丸ごと － 不検出16 12 8 大根 福島県 不検出17 12 8 油揚げ 郡山市 不検出18 12 11 給食丸ごと － 不検出19 12 11 チンゲン菜 静岡県 不検出20 12 11 長ねぎ 福島県 不検出21 12 12 給食丸ごと － 不検出22 12 12 鶏もも肉 青森県 不検出23 12 13 給食丸ごと － 不検出24 12 13 キャベツ 千葉県 不検出25 12 13 糸こんにゃく 白河市 不検出26 12 14 給食丸ごと － 不検出

件数 備考産地検体名検査日 検査値



27 12 14 豚ひき肉 青森県 不検出28 12 15 給食丸ごと － 不検出29 12 15 木綿豆腐 白河市表郷 不検出30 12 18 給食丸ごと － 不検出31 12 18 米 白河市東 不検出32 12 19 給食丸ごと － 不検出33 12 19 大根 福島県 不検出34 12 19 りんご 福島県 不検出35 12 20 給食丸ごと － 不検出36 12 20 人参 千葉県 不検出37 12 20 糸こんにゃく 白河市 不検出38 12 21 給食丸ごと － 不検出39 12 21 ごぼう 青森県 不検出40 12 22 給食丸ごと － 不検出41 12 22 チンゲン菜 茨城県 不検出42 12 25 給食丸ごと － 不検出43 12 25 小松菜 石川町 不検出44 12 26 給食丸ごと － 不検出45 12 26 生椎茸 福島県 不検出46 12 27 給食丸ごと － 不検出47 12 27 玉ねぎ 北海道 不検出48 12 27 じゃがいも 北海道 不検出49 12 28 給食丸ごと － 不検出50 12 28 みかん 和歌山県 不検出51 12 28 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 12 4 給食丸ごと － 不検出2 12 5 給食丸ごと － 不検出3 12 6 給食丸ごと － 不検出4 12 7 給食丸ごと － 不検出5 12 8 給食丸ごと － 不検出6 12 11 給食丸ごと － 不検出7 12 12 給食丸ごと － 不検出8 12 13 給食丸ごと － 不検出9 12 14 給食丸ごと － 不検出10 12 15 給食丸ごと － 不検出11 12 18 給食丸ごと － 不検出12 12 18 鰆 中国 不検出13 12 19 給食丸ごと － 不検出14 12 19 りんご 福島県 不検出15 12 20 給食丸ごと － 不検出16 12 20 白菜 白河市 不検出17 12 21 給食丸ごと － 不検出18 12 21 ブロッコリー 福島県 不検出19 12 22 給食丸ごと － 不検出20 12 22 かぼちゃ メキシコ 不検出21 12 27 給食丸ごと － 不検出22 12 27 豚ばら肉 茨城県 不検出23 12 28 給食丸ごと － 不検出24 12 28 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 12 1 給食丸ごと － 不検出2 12 1 大根 神奈川県 不検出3 12 4 給食丸ごと － 不検出4 12 4 れんこん 茨城県 不検出5 12 5 給食丸ごと － 不検出6 12 5 白菜 白河市 不検出7 12 6 給食丸ごと － 不検出8 12 6 ピーマン 茨城県 不検出9 12 7 給食丸ごと － 不検出10 12 7 ブロッコリー 福島県 不検出11 12 8 給食丸ごと － 不検出12 12 8 ねぎ 白河市 不検出13 12 11 給食丸ごと － 不検出14 12 11 ほうれん草 千葉県 不検出15 12 12 給食丸ごと － 不検出16 12 12 人参 千葉県 不検出17 12 13 給食丸ごと － 不検出18 12 13 木綿豆腐 白河市 不検出19 12 14 給食丸ごと － 不検出20 12 14 玉葱 北海道 不検出21 12 15 給食丸ごと － 不検出22 12 15 きゅうり 宮崎県 不検出23 12 18 給食丸ごと － 不検出24 12 19 給食丸ごと － 不検出25 12 20 給食丸ごと － 不検出26 12 21 給食丸ごと － 不検出27 12 22 給食丸ごと － 不検出28 12 27 給食丸ごと － 不検出29 12 28 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12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 時ひき肉カレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal大根サラダヨーグルトわかめスープ 脂　質 14.8 ｇ食物繊維 2.7 ｇ食塩相当量 2.5 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcalぶりの照り焼きれんこんきんぴらりんご 脂　質 16.1 ｇ味噌汁 食物繊維 2.4 ｇ食塩相当量 1.7 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 473 kcalすき焼き風煮ほうれん草のお浸しみかん 脂　質 14.0 ｇ味噌汁 食物繊維 4.9 ｇ食塩相当量 1.9 ｇスパゲッティナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcalコーンサラダりんごゼリーかぶのスープ 脂　質 12.8 ｇ食物繊維 4.5 ｇ食塩相当量 2.7 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 470 kcal酢豚ブロッコリーのおかか和え味噌汁 脂　質 14.7 ｇ食物繊維 2.3 ｇ食塩相当量 1.7 ｇ親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 446 kcalはんぺんの磯揚げオレンジなめこ汁 脂　質 14.2 ｇ食物繊維 3.3 ｇ食塩相当量 1.9 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcalかじきの竜田揚げ根菜煮ヨーグルト 脂　質 11.3 ｇ味噌汁 食物繊維 3.1 ｇ食塩相当量 1.5 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 473 kcalほうれん草のごま和えワインゼリー味噌汁 脂　質 13.7 ｇ食物繊維 4.6 ｇ食塩相当量 1.8 ｇロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal鶏肉とほうれん草のクリーム煮みかんベーコンと白菜のスープ 脂　質 13.1 ｇ食物繊維 3.4 ｇ食塩相当量 2.4 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcalメンチカツコールスローサラダパイン缶 脂　質 20.3 ｇ味噌汁 食物繊維 3.2 ｇ食塩相当量 1.6 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 475 kcalレバーのカレー煮大豆サラダ豚汁 脂　質 17.5 ｇ食物繊維 4.3 ｇ食塩相当量 1.4 ｇわかめご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal鶏手羽のサワー煮ブロッコリーのお浸しグレープフルーツ 脂　質 13.0 ｇワンタンスープ 食物繊維 3.0 ｇ食塩相当量 1.9 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcal揚げ魚の五目あんかけほうれん草の磯辺和えオレンジ 脂　質 19.5 ｇ味噌汁 食物繊維 3.2 ｇ食塩相当量 2.6 ｇけんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 474 kcalカリカリサラダりんご 脂　質 8.2 ｇ食物繊維 5.0 ｇ食塩相当量 3.6 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcalポークビーンズブロッコリーのおかか和えミルクゼリー 脂　質 12.9 ｇ味噌汁 食物繊維 3.3 ｇ食塩相当量 1.4 ｇたんぱく質 18.1 ｇ／木木木木21212121 こんにゃく/じゃがいも/サラダ油/砂糖/ミルクゼリー/精白米 豚もも/大豆/花かつお/木綿豆腐/煮干し 人参/生椎茸/グリンピース/ブロッコリー/白菜/チンゲン菜 牛乳甘納豆蒸しパン麦茶パイ菓子
たんぱく質 14.4 ｇ／水水水水20202020 さといも/糸こん/小麦粉/サラダ油/三温糖/乾麺 豚かた肉/油揚げ/煮干し ごぼう/大根/人参/ねぎ/白菜/生椎茸/きゅうり/キャベツ/りんご 牛乳菜めしおにぎりほうじ茶かりんとう
たんぱく質 20.6 ｇ／火火火火19191919 小麦粉/大豆油/砂糖/片栗粉/じゃがいも/精白米 さわら/刻みのり/木綿豆腐/煮干し 玉葱/ピーマン/人参/たけのこ/ほうれんそう/もやし/オレンジ/ずいき 牛乳フランクフルト麦茶せんべい
たんぱく質 22.2 ｇ／ ほうじ茶月月月月18181818 砂糖/小麦粉/精白米 鶏手羽/豚挽肉/わかめ ブロッコリー/グレープフルーツ/にら/人参/ねぎ/きくらげ 牛乳お焼き卵ボーロ
たんぱく質 19.2 ｇ／金金金金15151515 サラダ油/砂糖/じゃがいも/さといも/糸こん/精白米 鶏肝臓/大豆/ロースハム/豚ばら/油揚げ/木綿豆腐/煮干し にんにく/生姜/人参/きゅうり/キャベツ/ミニトマト/ごぼう/大根/白菜 牛乳りんご麦茶ウエハース
たんぱく質 19.0 ｇ／木木木木14141414 大豆油/食パン/小麦粉/パン粉/サラダ油/じゃがいも/精白米 豚挽肉/スキム/卵/ロースハム/木綿豆腐/煮干し 玉葱/人参/キャベツ/きゅうり/パイン缶/白菜 牛乳クッキーほうじ茶ポップコーン
たんぱく質 17.2 ｇ／水水水水13131313 ホールコーン缶/サラダ油/片栗粉/ロールパン 鶏むね/卵/ベーコン/木綿豆腐/花かつお 玉葱/ほうれん草/人参/みかん/白菜 牛乳ゆかりおにぎり麦茶おこし
たんぱく質 18.6 ｇ／火火火火12121212 じゃがいも/サラダ油/砂糖/黒ごま/ワインゼリー/精白米 木綿豆腐/豚挽肉/いんげんまめ/干ひじき/卵/煮干し ねぎ/人参/生椎茸/ほうれん草/大根/チンゲン菜 牛乳ほしいもほうじ茶クラッカー
たんぱく質 21.7 ｇ／月月月月11111111 片栗粉/大豆油/さといも/こんにゃく/砂糖/じゃがいも/精白米 かじきまぐろ/ヨーグルト/油揚げ/煮干し 生姜/大根/人参/ごぼう/れんこん/さやいんげん/ほうれん草 牛乳豆腐団子麦茶ビスケット
たんぱく質 21.7 ｇ／金金金金8888 砂糖/小麦粉/サラダ油/じゃがいも/精白米 鶏もも/卵/はんぺん/青のり/木綿豆腐/煮干し 人参/玉葱/グリンピース/生椎茸/オレンジ/なめこ/ねぎ 牛乳せんべいほうじ茶チーズ
たんぱく質 16.6 ｇ／木木木木7777 片栗粉/サラダ油/じゃがいも/砂糖/精白米 豚もも/花かつお/木綿豆腐/煮干し 生姜/人参/玉葱/生椎茸/ピーマン/パイン缶/ブロッコリー/にら 牛乳チーズ蒸しパン麦茶ウエハース
たんぱく質 14.7 ｇ／水水水水6666 サラダ油/ホールコーン缶/スパゲッティ 豚もも/粉チーズ 人参/玉葱/ピーマン/マッシュルーム/キャベツ/きゅうり/かぶ/小松菜 麦茶おいなりカルピスクラッカー
たんぱく質 18.8 ｇ／火火火火5555 糸こん/春雨/砂糖/サラダ油/じゃがいも/精白米 豚もも/木綿豆腐/花かつお/煮干し 人参/干椎茸/ねぎ/ほうれん草/もやし/みかん/白菜 牛乳揚げパンほうじ茶クラッカー
たんぱく質 19.5 ｇ／ 麦茶月月月月4444 砂糖/小麦粉/サラダ油/糸こん/白ごま/じゃがいも/精白米 ぶり/豚もも/木綿豆腐/煮干し れんこん/人参/グリンピース/りんご/大豆/ずいき 牛乳カステラせんべい
たんぱく質 19.0 ｇ／金金金金1111 じゃがいも/大豆油/ホールコーン缶/精白米 鶏挽肉/大豆/ロースハム/ヨーグルト/わかめ/卵/花かつお 玉葱/人参/レーズン/大根/きゅうり/葉ねぎ 牛乳せんべい麦茶卵ボーロ

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29年12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【冬至メニュー】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcalご飯ひじきハンバーグかぼちゃの甘煮 脂　質 13.0 ｇブロッコリーのおかか和え 食物繊維 5.5 ｇ豚汁 食塩相当量 1.7 ｇ【クリスマスメニュー】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 647 kcalトマトライスエビフライブロッコリーのおひたし 脂　質 21.2 ｇ中華スープ 食物繊維 3.1 ｇ食塩相当量 1.6 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal炒り鶏小松菜のしらす和えみかん 脂　質 10.5 ｇ味噌汁 食物繊維 5.9 ｇ食塩相当量 1.6 ｇ焼きそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 453 kcalきゅうりの中華和えグレープフルーツかぶのスープ 脂　質 13.6 ｇ食物繊維 5.0 ｇ食塩相当量 2.0 ｇふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal笹かまの磯辺揚げ八宝菜りんご 脂　質 12.5 ｇ味噌汁 食物繊維 3.1 ｇ食塩相当量 3.0 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。

　

　なんとなく慌しい１２月。子どもたちの生活のリズムは普段から大人に左右されがちですが、特に年末年始は生活リズムが乱れやすくなります。乳児期は特に、早寝・早起き・食事時間をきちんと決めるなど、意識して生活リズムを大切にするように心がけましょう。
気になる野菜せんべい／28282828 小麦粉/サラダ油/ごま油/片栗粉/じゃがいも/精白米 蒸しかまぼこ/青のり/卵/豚ばら/しばえび/木綿豆腐/煮干し 干椎茸/人参/白菜/玉葱/チンゲン菜/りんご/大根/ねぎ木木木木 ほうじ茶卵ボーロ

／27272727 サラダ油/砂糖/ごま油/白ごま/ホールコーン缶/蒸し中華麺 豚もも/青のり/ロースハム 人参/なましいたけ/キャベツ/ピーマン/玉葱/ほうれん草/きゅうり/もやし/グレープフルーツ/かぶ/小松菜 牛乳あんぱん水水水水 麦茶ウエハース
／ ホールコーン缶/有塩バター/小麦粉/パン粉/サラダ油/春雨/片栗粉／ せんべい月月月月25252525 鶏ささみ/くるまえび/卵/木綿豆腐/花かつお 人参/玉葱/グリンピース/ブロッコリー/チンゲン菜/きくらげ 麦茶ショートケーキ
火火火火 ヨーグルト牛乳大学いも26262626 こんにゃく/じゃがいも/砂糖/サラダ油/精白米 鶏もも/いんげんまめ/かごめこんぶ/しらす干し/わかめ/木綿豆腐/煮干し 人参/ごぼう/生椎茸/小松菜/みかん/ねぎ
金金金金
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22222222 片栗粉/サラダ油/三温糖/砂糖/さといも/糸こん/精白米 木綿豆腐/鶏挽肉/干ひじき/花かつお/豚ばら/油揚げ/煮干し 人参/玉葱/ごぼう/かぼちゃ/ブロッコリー/ねぎ/大根／ オレンジ果汁クラッカー牛乳 No.2たんぱく質 18.0 ｇ栄  養  価バナナ
ｇｇ18.6たんぱく質 25.5牛乳 たんぱく質
ｇたんぱく質 16.9たんぱく質 14.6 ｇ

年末年始、家族が揃って食事をする機会が増えてきます。家族や友達と一緒の食事は、楽しい食卓の思い出となります。また、たくさんの人と 一緒に囲む食卓は、コミュニケーションの場となり、家族からの愛情な



平成29年12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 時ひき肉カレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 483 kcal大根サラダヨーグルトわかめスープ 脂　質 20.9 ｇ食物繊維 3.1 ｇ食塩相当量 3.5 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 526 kcalぶりの照り焼きれんこんきんぴらりんご 脂　質 22.7 ｇ味噌汁 食物繊維 3.0 ｇ食塩相当量 2.1 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 480 kcalすき焼き風煮ほうれん草のお浸しみかん 脂　質 18.7 ｇ味噌汁 食物繊維 5.7 ｇ食塩相当量 2.3 ｇスパゲッティナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 465 kcalコーンサラダりんごゼリーかぶのスープ 脂　質 14.0 ｇ食物繊維 4.9 ｇ食塩相当量 3.3 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 475 kcal酢豚ブロッコリーのおかか和え味噌汁 脂　質 20.1 ｇ食物繊維 3.0 ｇ食塩相当量 2.2 ｇ親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcalはんぺんの磯揚げオレンジなめこ汁 脂　質 20.3 ｇ食物繊維 3.9 ｇ食塩相当量 2.7 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcalかじきの竜田揚げ根菜煮ヨーグルト 脂　質 15.5 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 478 kcalほうれん草のごま和えワインゼリー味噌汁 脂　質 18.4 ｇ食物繊維 5.4 ｇ食塩相当量 2.2 ｇロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 482 kcal鶏肉とほうれん草のクリーム煮みかんベーコンと白菜のスープ 脂　質 16.0 ｇ食物繊維 3.3 ｇ食塩相当量 2.7 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcalメンチカツコールスローサラダパイン缶 脂　質 25.5 ｇ味噌汁 食物繊維 2.4 ｇ食塩相当量 2.1 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 453 kcalレバーのカレー煮大豆サラダ豚汁 脂　質 22.8 ｇ食物繊維 5.3 ｇ食塩相当量 1.8 ｇわかめご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 466 kcal鶏手羽のサワー煮ブロッコリーのお浸しグレープフルーツ 脂　質 17.7 ｇワンタンスープ 食物繊維 3.2 ｇ食塩相当量 2.1 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal揚げ魚の五目あんかけほうれん草の磯辺和えオレンジ 脂　質 27.1 ｇ味噌汁 食物繊維 3.6 ｇ食塩相当量 3.2 ｇけんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 436 kcalカリカリサラダりんご 脂　質 11.4 ｇ食物繊維 5.1 ｇ食塩相当量 3.0 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 485 kcalポークビーンズブロッコリーのおかか和えミルクゼリー 脂　質 16.1 ｇ味噌汁 食物繊維 4.4 ｇ食塩相当量 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 23.2 ｇ／金金金金1111 じゃがいも/大豆油/ホールコーン缶/精白米 鶏挽肉/大豆/ロースハム/ヨーグルト/わかめ/卵/花かつお 玉葱/人参/レーズン/大根/きゅうり/葉ねぎ 牛乳せんべい たんぱく質 24.2 ｇ／月月月月4444 砂糖/小麦粉/サラダ油/糸こん/白ごま/じゃがいも/精白米 ぶり/豚もも/木綿豆腐/煮干し れんこん/人参/グリンピース/りんご/大豆/ずいき 牛乳カステラ たんぱく質 23.2 ｇ／火火火火5555 糸こん/春雨/砂糖/サラダ油/じゃがいも/精白米 豚もも/木綿豆腐/花かつお/煮干し 人参/干椎茸/ねぎ/ほうれん草/もやし/みかん/白菜 牛乳揚げパン
チーズ蒸しパン牛乳

たんぱく質 12.6 ｇ／水水水水6666 サラダ油/ホールコーン缶/スパゲッティ 豚もも/粉チーズ 人参/玉葱/ピーマン/マッシュルーム/キャベツ/きゅうり/かぶ/小松菜 麦茶おいなり片栗粉/サラダ油/じゃがいも/砂糖/精白米 豚もも/花かつお/木綿豆腐/煮干し 生姜/人参/玉葱/生椎茸/ピーマン/パイン缶/ブロッコリー/にら木木木木
ｇ／ たんぱく質 27.9 ｇ生姜/大根/人参/ごぼう/れんこん/さやいんげん/ほうれん草 たんぱく質 26.68888 たんぱく質 20.9 ｇ／

月月月月
7777 牛乳

12121212 豆腐団子
牛乳
牛乳砂糖/小麦粉/サラダ油/じゃがいも/精白米 鶏もも/卵/はんぺん/青のり/木綿豆腐/煮干し 人参/玉葱/グリンピース/生椎茸/オレンジ/なめこ/ねぎ／金金金金11111111 せんべい
牛乳片栗粉/大豆油/さといも/こんにゃく/砂糖/じゃがいも/精白米 かじきまぐろ/ヨーグルト/油揚げ/煮干しじゃがいも/サラダ油/砂糖/黒ごま/ワインゼリー/精白米 木綿豆腐/豚挽肉/いんげんまめ/干ひじき/卵/煮干し ねぎ/人参/生椎茸/ほうれん草/大根/チンゲン菜 たんぱく質 23.0

ｇ／ たんぱく質 19.8 ｇｇ／火火火火13131313 ほしいも
牛乳 たんぱく質 22.6

ホールコーン缶/サラダ油/片栗粉/ロールパン 鶏むね/卵/ベーコン/木綿豆腐/花かつお 玉葱/ほうれん草/人参/みかん/白菜／水水水水14141414 ゆかりおにぎり大豆油/食パン/小麦粉/パン粉/サラダ油/じゃがいも/精白米 豚挽肉/スキム/卵/ロースハム/木綿豆腐/煮干し 玉葱/人参/キャベツ/きゅうり/パイン缶/白菜 たんぱく質 23.5 ｇ木木木木15151515 クッキー牛乳サラダ油/砂糖/じゃがいも/さといも/糸こん/精白米 鶏肝臓/大豆/ロースハム/豚ばら/油揚げ/木綿豆腐/煮干し にんにく/生姜/人参/きゅうり/キャベツ/ミニトマト/ごぼう/大根/白菜／金金金金 りんご牛乳
ｇ／ たんぱく質 25.4 ｇ月月月月19191919 お焼き牛乳牛乳
ｇたんぱく質 25.618181818 砂糖/小麦粉/精白米 鶏手羽/豚挽肉/わかめ ブロッコリー/グレープフルーツ/にら/人参/ねぎ/きくらげ小麦粉/大豆油/砂糖/片栗粉/じゃがいも/精白米 さわら/刻みのり/木綿豆腐/煮干し 玉葱/ピーマン/人参/たけのこ/ほうれんそう/もやし/オレンジ/ずいき／火火火火20202020 フランクフルト

牛乳
／

ｇ／木木木木 甘納豆蒸しパンさといも/糸こん/小麦粉/サラダ油/三温糖/乾麺 豚かた肉/油揚げ/煮干し ごぼう/大根/人参/ねぎ/白菜/生椎茸/きゅうり/キャベツ/りんご たんぱく質 15.9こんにゃく/じゃがいも/サラダ油/砂糖/ミルクゼリー/精白米 豚もも/大豆/花かつお/木綿豆腐/煮干し 人参/生椎茸/グリンピース/ブロッコリー/白菜/チンゲン菜 たんぱく質 22.6水水水水21212121 菜めしおにぎり



平成29年12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【冬至メニュー】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 447 kcalご飯ひじきハンバーグかぼちゃの甘煮 脂　質 17.5 ｇブロッコリーのおかか和え 食物繊維 6.7 ｇ豚汁 食塩相当量 2.2 ｇ【クリスマスメニュー】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 567 kcalトマトライスエビフライブロッコリーのおひたし 脂　質 21.2 ｇ中華スープ 食物繊維 4.1 ｇ食塩相当量 1.9 ｇご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 462 kcal炒り鶏小松菜のしらす和えみかん 脂　質 15.6 ｇ味噌汁 食物繊維 7.2 ｇ食塩相当量 1.8 ｇ焼きそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 467 kcalきゅうりの中華和えグレープフルーツかぶのスープ 脂　質 17.6 ｇ食物繊維 5.1 ｇ食塩相当量 2.2 ｇふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 463 kcal笹かまの磯辺揚げ八宝菜りんご 脂　質 15.5 ｇ味噌汁 食物繊維 3.6 ｇ食塩相当量 3.9 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。／28282828 小麦粉/サラダ油/ごま油/片栗粉/じゃがいも/精白米 蒸しかまぼこ/青のり/卵/豚ばら/しばえび/木綿豆腐/煮干し 干椎茸/人参/白菜/玉葱/チンゲン菜/りんご/大根/ねぎ 気になる野菜せんべい木木木木
牛乳大学いも麦茶ショートケーキ ｇ／ たんぱく質 24.725252525 ホールコーン缶/有塩バター/小麦粉/パン粉/サラダ油/春雨/片栗粉 鶏ささみ/くるまえび/卵/木綿豆腐/花かつお 人参/玉葱/グリンピース/ブロッコリー/チンゲン菜/きくらげ
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 牛乳バナナ木綿豆腐/鶏挽肉/干ひじき/花かつお/豚ばら/油揚げ/煮干し 人参/玉葱/ごぼう/かぼちゃ/ブロッコリー/ねぎ/大根 No.2たんぱく質 21.9 ｇ栄  養  価

ｇ／ たんぱく質 18.8
日／曜 献  立  名

26262626 こんにゃく/じゃがいも/砂糖/サラダ油/精白米
材　  　料　　  名

鶏もも/いんげんまめ/かごめこんぶ/しらす干し/わかめ/木綿豆腐/煮干し 人参/ごぼう/生椎茸/小松菜/みかん/ねぎ月月月月金金金金
22222222 片栗粉/サラダ油/三温糖/砂糖/さといも/糸こん/精白米／
／火火火火 たんぱく質人参/なましいたけ/キャベツ/ピーマン/玉葱/ほうれん草/きゅうり/もやし/グレープフルーツ/かぶ/小松菜 牛乳あんぱん水水水水27272727 サラダ油/砂糖/ごま油/白ごま/ホールコーン缶/蒸し中華麺 豚もも/青のり/ロースハム
　なんとなく慌しい１２月。子どもたちの生活のリズムは普段から大人に左右されがちですが、特に年末年始は生活リズムが乱れやすくなります。乳児期は特に、早寝・早起き・食事時間をきちんと決めるなど、意識して生活リズムを大切にするように心がけましょう。

　

ｇ20.0 ｇたんぱく質 15.5

年末年始、家族が揃って食事をする機会が増えてきます。家族や友達と一緒の食事は、楽しい食卓の思い出となります。また、たくさんの人と 一緒に囲む食卓は、コミュニケーションの場となり、家族からの愛情な



 【西こども園 】 【西こども園 】 【西こども園 】 【西こども園 】

1 12 1 給食丸ごと － 不検出2 12 6 給食丸ごと － 不検出3 12 8 給食丸ごと － 不検出4 12 13 給食丸ごと － 不検出5 12 15 給食丸ごと － 不検出6 12 19 給食丸ごと － 不検出7 12 20 給食丸ごと － 不検出8 12 21 給食丸ごと － 不検出

備考件数 検査日 検体名 検査値産地
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 【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 12 1 給食丸ごと － 不検出2 12 4 給食丸ごと － 不検出3 12 5 給食丸ごと － 不検出4 12 6 給食丸ごと － 不検出5 12 7 給食丸ごと － 不検出6 12 8 給食丸ごと － 不検出7 12 11 給食丸ごと － 不検出8 12 12 給食丸ごと － 不検出9 12 13 給食丸ごと － 不検出10 12 14 給食丸ごと － 不検出11 12 15 給食丸ごと － 不検出12 12 18 給食丸ごと － 不検出13 12 19 給食丸ごと － 不検出14 12 20 給食丸ごと － 不検出15 12 21 給食丸ごと － 不検出16 12 22 給食丸ごと － 不検出17 12 25 給食丸ごと － 不検出18 12 26 給食丸ごと － 不検出19 12 27 給食丸ごと － 不検出20 12 28 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 12 1 給食丸ごと － 不検出2 12 1 クリームコーン缶 タイ 不検出3 12 2 給食丸ごと － 不検出4 12 2 鶏ひき肉 山形県 不検出5 12 4 給食丸ごと － 不検出6 12 4 ごぼう 宮城県 不検出7 12 5 給食丸ごと － 不検出8 12 5 豚ひき肉 青森県 不検出9 12 6 給食丸ごと － 不検出10 12 6 バナナ フィリピン 不検出11 12 7 給食丸ごと － 不検出12 12 7 牛乳 郡山市 不検出13 12 8 給食丸ごと － 不検出14 12 8 鶏もも肉 山形県 不検出15 12 9 給食丸ごと － 不検出16 12 9 牛乳 郡山市 不検出17 12 11 給食丸ごと － 不検出18 12 11 豆乳 千葉県 不検出19 12 12 給食丸ごと － 不検出20 12 12 オレンジジュース 茨城県 不検出21 12 13 給食丸ごと － 不検出22 12 13 大豆 北海道 不検出23 12 14 給食丸ごと － 不検出24 12 14 牛乳 郡山市 不検出25 12 15 給食丸ごと － 不検出26 12 15 クリームコーン缶 タイ 不検出27 12 16 給食丸ごと － 不検出28 12 18 給食丸ごと － 不検出29 12 18 牛乳 郡山市 不検出30 12 19 給食丸ごと － 不検出31 12 19 豆腐 群馬県 不検出32 12 20 給食丸ごと － 不検出33 12 20 バナナ フィリピン 不検出34 12 21 給食丸ごと － 不検出35 12 21 玉ねぎ 北海道 不検出36 12 22 給食丸ごと － 不検出37 12 22 トマト缶 イタリア 不検出38 12 23 バナナ フィリピン 不検出39 12 25 給食丸ごと － 不検出40 12 25 豆乳 千葉県 不検出41 12 26 給食丸ごと － 不検出42 12 26 オレンジジュース 茨城県 不検出43 12 27 給食丸ごと － 不検出44 12 27 大豆 北海道 不検出45 12 28 給食丸ごと － 不検出46 12 28 もやし 福島県 不検出

件数 備考産地検体名検査日 検査値
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