
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 みかん 和歌山県 不検出4 11 2 給食丸ごと － 不検出5 11 2 きゅうり 白河市 不検出6 11 2 キャベツ 千葉県 不検出7 11 5 給食丸ごと － 不検出8 11 5 白菜 福島県 不検出9 11 5 じゃがいも 北海道 不検出10 11 6 給食丸ごと － 不検出11 11 6 ねぎ 福島県 不検出12 11 6 豚ひき肉 秋田県 不検出13 11 7 給食丸ごと － 不検出14 11 7 にら 福島県 不検出15 11 7 大根 青森県 不検出16 11 8 給食丸ごと － 不検出17 11 8 玉ねぎ 北海道 不検出18 11 8 えのき 長野県 不検出19 11 9 給食丸ごと － 不検出20 11 9 豆腐 福島県 不検出21 11 9 卵 福島県 不検出22 11 12 給食丸ごと － 不検出23 11 12 ブロッコリー 福島県 不検出24 11 13 給食丸ごと － 不検出25 11 13 里芋 福島県 不検出26 11 13 バナナ フィリピン 不検出27 11 14 給食丸ごと － 不検出28 11 14 人参 北海道 不検出29 11 14 鶏胸 岩手県 不検出30 11 15 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 15 米 白河市 不検出32 11 15 小松菜 福島県 不検出33 11 16 給食丸ごと － 不検出34 11 16 キャベツ 千葉県 不検出35 11 16 りんご 福島県 不検出36 11 19 給食丸ごと － 不検出37 11 19 白菜 茨城県 不検出38 11 19 なめこ 福島県 不検出39 11 20 給食丸ごと － 不検出40 11 20 しいたけ 福島県 不検出41 11 21 給食丸ごと － 不検出42 11 21 ピーマン 茨城県 不検出43 11 22 給食丸ごと － 不検出44 11 22 玉ねぎ 北海道 不検出45 11 26 給食丸ごと － 不検出46 11 26 じゃが芋 北海道 不検出47 11 27 給食丸ごと － 不検出48 11 27 米 白河市 不検出49 11 28 給食丸ごと － 不検出50 11 28 ねぎ 福島県 不検出51 11 29 給食丸ごと － 不検出52 11 29 卵 福島県 不検出53 11 30 給食丸ごと － 不検出54 11 30 人参 千葉県 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 もやし 栃木県 不検出2 11 1 秋刀魚 宮城県 不検出3 11 1 給食丸ごと － 不検出4 11 2 給食丸ごと － 不検出5 11 2 大根 青森県 不検出6 11 2 きゅうり 福島県 不検出7 11 5 給食丸ごと － 不検出8 11 5 鮭 チリ 不検出9 11 5 じゃが芋 北海道 不検出10 11 6 給食丸ごと － 不検出11 11 6 豚挽き肉 福島県 不検出12 11 6 長ネギ 福島県 不検出13 11 7 給食丸ごと － 不検出14 11 7 韮 栃木県 不検出15 11 7 木綿豆腐 福島県 不検出16 11 8 給食丸ごと － 不検出17 11 8 玉葱 北海道 不検出18 11 8 えのきたけ 新潟県 不検出19 11 9 給食丸ごと － 不検出20 11 9 卵 福島県 不検出21 11 9 キャベツ 千葉県 不検出22 11 12 給食丸ごと － 不検出23 11 12 林檎 福島県 不検出24 11 12 ピーマン 茨城県 不検出25 11 13 給食丸ごと － 不検出26 11 13 糸こんにゃく 福島県 不検出27 11 13 里芋 福島県 不検出28 11 14 給食丸ごと － 不検出29 11 14 しめじ 茨城県 不検出30 11 14 鶏ササミ肉 青森県 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



31 11 15 給食丸ごと － 不検出32 11 15 人参 北海道 不検出33 11 15 鰤 香川県 不検出34 11 16 給食丸ごと － 不検出35 11 16 キャベツ 千葉県 不検出36 11 16 舞茸 静岡県 不検出37 11 19 給食丸ごと － 不検出38 11 19 なめこ 群馬県 不検出39 11 19 白菜 茨城県 不検出40 11 20 給食丸ごと － 不検出41 11 20 鶏モモ肉 青森県 不検出42 11 20 小松菜 栃木県 不検出43 11 21 給食丸ごと － 不検出44 11 22 給食丸ごと － 不検出45 11 22 きゅうり 福島県 不検出46 11 22 長ネギ 福島県 不検出47 11 21 蕪 福島県 不検出48 11 21 豚挽き肉 福島県 不検出49 11 26 給食丸ごと － 不検出50 11 26 カジキマグロ 韓国 不検出51 11 26 じゃが芋 北海道 不検出52 11 27 給食丸ごと － 不検出53 11 27 ほうれん草 栃木県 不検出54 11 27 鶏ムネ肉 青森県 不検出55 11 28 給食丸ごと － 不検出56 11 28 蒟蒻 福島県 不検出57 11 28 れんこん 茨城県 不検出58 11 29 給食丸ごと － 不検出59 11 29 人参 千葉県 不検出60 11 29 えのきたけ 新潟県 不検出61 11 30 給食丸ごと － 不検出62 11 30 玉葱 北海道 不検出63 11 30 大根 福島県 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 11 1 給食丸ごと － 不検出2 11 2 給食丸ごと － 不検出3 11 5 給食丸ごと － 不検出4 11 6 給食丸ごと － 不検出5 11 7 給食丸ごと － 不検出6 11 8 給食丸ごと － 不検出7 11 9 給食丸ごと － 不検出8 11 12 給食丸ごと － 不検出9 11 13 給食丸ごと － 不検出10 11 14 給食丸ごと － 不検出11 11 15 給食丸ごと － 不検出12 11 16 給食丸ごと － 不検出13 11 19 給食丸ごと － 不検出14 11 20 給食丸ごと － 不検出15 11 21 給食丸ごと － 不検出16 11 22 給食丸ごと － 不検出17 11 26 給食丸ごと － 不検出18 11 27 給食丸ごと － 不検出19 11 28 給食丸ごと － 不検出20 11 29 給食丸ごと － 不検出21 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 もやし 郡山市 不検出3 11 1 小松菜 白河市 不検出4 11 2 給食丸ごと － 不検出5 11 2 りんご 福島県 不検出6 11 2 きゅうり 泉崎村 不検出7 11 5 給食丸ごと － 不検出8 11 5 じゃがいも 白河市 不検出9 11 5 白菜 矢吹町 不検出10 11 6 給食丸ごと － 不検出11 11 6 もやし 郡山市 不検出12 11 6 人参 北海道 不検出13 11 7 給食丸ごと － 不検出14 11 7 豚肉 福島県 不検出15 11 7 大根 青森県 不検出16 11 8 給食丸ごと － 不検出17 11 8 たまねぎ 北海道 不検出18 11 8 キャベツ 矢吹町 不検出19 11 12 給食丸ごと － 不検出20 11 12 じゃがいも 北海道 不検出21 11 12 ブロッコリー 白河市 不検出22 11 13 給食丸ごと － 不検出23 11 13 もやし 郡山市 不検出24 11 13 大根 白河市 不検出25 11 14 給食丸ごと － 不検出26 11 14 えのきたけ 新潟県 不検出27 11 14 しめじ 茨城県 不検出28 11 15 給食丸ごと － 不検出29 11 15 豚肉 福島県 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



30 11 15 小松菜 白河市 不検出31 11 16 給食丸ごと － 不検出32 11 16 りんご 福島県 不検出33 11 16 キャベツ 茨城県 不検出34 11 19 給食丸ごと － 不検出35 11 19 白菜 福島県 不検出36 11 19 ロースハム 栃木県 不検出37 11 20 給食丸ごと － 不検出38 11 20 えのきたけ 新潟県 不検出39 11 20 小松菜 茨城県 不検出40 11 21 給食丸ごと － 不検出41 11 21 豚肉 福島県 不検出42 11 21 キャベツ 福島県 不検出43 11 22 給食丸ごと － 不検出44 11 22 たまねぎ 北海道 不検出45 11 22 きゅうり 宮崎県 不検出46 11 26 給食丸ごと － 不検出47 11 26 キャベツ 福島県 不検出48 11 26 にら 茨城県 不検出49 11 27 給食丸ごと － 不検出50 11 27 しめじ 新潟県 不検出51 11 27 ほうれん草 千葉県 不検出52 11 28 給食丸ごと － 不検出53 11 28 じゃがいも 北海道 不検出54 11 28 しいたけ 福島県 不検出55 11 29 給食丸ごと － 不検出56 11 29 えのきたけ 新潟県 不検出57 11 29 小松菜 茨城県 不検出58 11 30 給食丸ごと － 不検出59 11 30 鶏肉 岩手県 不検出60 11 30 きゅうり 宮崎県 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 小松菜 石川町 不検出3 11 1 木綿豆腐 白河市表郷 不検出4 11 2 給食丸ごと － 不検出5 11 2 キャベツ 福島県 不検出6 11 5 給食丸ごと － 不検出7 11 5 生鮭 北海道 不検出8 11 6 給食丸ごと － 不検出9 11 6 柿 新潟県 不検出10 11 7 給食丸ごと － 不検出11 11 7 大根 福島県 不検出12 11 7 人参 北海道 不検出13 11 8 給食丸ごと － 不検出14 11 8 じゃが芋 福島県 不検出15 11 8 えのき茸 新潟県 不検出16 11 9 給食丸ごと － 不検出17 11 9 さつまあげ 宮城県 不検出18 11 9 卵 中島村 不検出19 11 12 給食丸ごと － 不検出20 11 12 みかん 熊本県 不検出21 11 12 キャベツ 福島県 不検出22 11 13 給食丸ごと － 不検出23 11 13 里芋 福島県 不検出24 11 13 バナナ フィリピン 不検出25 11 14 給食丸ごと － 不検出26 11 14 しめじ 茨城県 不検出27 11 15 給食丸ごと － 不検出28 11 15 長ねぎ 福島県 不検出

件数 備考産地検体名検査日 検査値



29 11 15 グレープフルーツ 南アフリカ 不検出30 11 16 給食丸ごと － 不検出31 11 16 まいたけ 静岡県 不検出32 11 19 給食丸ごと － 不検出33 11 19 キウイフルーツ ニュージーランド 不検出34 11 20 給食丸ごと － 不検出35 11 20 糸こんにゃく 白河市 不検出36 11 21 給食丸ごと － 不検出37 11 21 きゅうり 福島県 不検出38 11 22 給食丸ごと － 不検出39 11 22 玉ねぎ 北海道 不検出40 11 26 給食丸ごと － 不検出41 11 26 かじきまぐろ 台湾 不検出42 11 27 給食丸ごと － 不検出43 11 27 鶏もも肉 青森県 不検出44 11 28 給食丸ごと － 不検出45 11 28 ごぼう 青森県 不検出46 11 29 給食丸ごと － 不検出47 11 29 小松菜 石川町 不検出48 11 30 給食丸ごと － 不検出49 11 30 みかん 熊本県 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 5 給食丸ごと － 不検出4 11 6 給食丸ごと － 不検出5 11 7 給食丸ごと － 不検出6 11 8 給食丸ごと － 不検出7 11 9 給食丸ごと － 不検出8 11 12 給食丸ごと － 不検出9 11 13 給食丸ごと － 不検出10 11 14 給食丸ごと － 不検出11 11 15 給食丸ごと － 不検出12 11 16 給食丸ごと － 不検出13 11 16 舞茸 静岡県 不検出14 11 20 給食丸ごと － 不検出15 11 20 ごぼう 青森県 不検出16 11 21 給食丸ごと － 不検出17 11 21 かぶ 千葉県 不検出18 11 22 給食丸ごと － 不検出19 11 22 ネギ 福島県 不検出20 11 26 給食丸ごと － 不検出21 11 26 キャベツ 千葉県 不検出22 11 27 給食丸ごと － 不検出23 11 27 じゃが芋 北海道 不検出24 11 28 給食丸ごと － 不検出25 11 28 れんこん 茨城県 不検出26 11 29 給食丸ごと － 不検出27 11 29 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 玉葱 北海道 不検出3 11 2 給食丸ごと － 不検出4 11 2 白菜 青森県 不検出5 11 5 給食丸ごと － 不検出6 11 5 りんご 福島県 不検出7 11 6 給食丸ごと － 不検出8 11 6 ごぼう 栃木県 不検出9 11 7 給食丸ごと － 不検出10 11 7 ネギ 白河市 不検出11 11 8 給食丸ごと － 不検出12 11 8 ブロッコリー 福島県 不検出13 11 9 給食丸ごと － 不検出14 11 9 じゃが芋 北海道 不検出15 11 13 給食丸ごと － 不検出16 11 14 給食丸ごと － 不検出17 11 15 給食丸ごと － 不検出18 11 16 給食丸ごと － 不検出19 11 20 給食丸ごと － 不検出20 11 21 給食丸ごと － 不検出21 11 22 給食丸ごと － 不検出22 11 26 給食丸ごと － 不検出23 11 27 給食丸ごと － 不検出24 11 28 給食丸ごと － 不検出25 11 29 給食丸ごと － 不検出26 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30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

ﾐｰﾄｿｰｽｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal

和風サラダ

ヨーグルト

卵スープ 脂　質 11.2 ｇ

食物繊維 3.6 ｇ

食塩相当 2.4 ｇ

さんまのかば焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal

もやしのおひたし

パイン缶

みそ汁 脂　質 23.0 ｇ

ご飯 食物繊維 2.3 ｇ

食塩相当 1.6 ｇ

レバーのカレー炒め ｴﾈﾙｷﾞｰ 464 kcal

コーンサラダ

りんご

みそ汁 脂　質 14.2 ｇ

ご飯 食物繊維 3.9 ｇ

食塩相当 1.5 ｇ

さけのマヨネーズ焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal

ひじき煮

オレンジゼリー

みそ汁 脂　質 13.7 ｇ

ご飯 食物繊維 3.1 ｇ

食塩相当 1.8 ｇ

じゃじゃうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 414 kcal

ジャーマンポテト

かき

脂　質 9.1 ｇ

食物繊維 4.5 ｇ

食塩相当 2.8 ｇ

マーボ豆腐 ｴﾈﾙｷﾞｰ 465 kcal

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え

みかん

のっぺい汁 脂　質 13.7 ｇ

ご飯 食物繊維 4.5 ｇ

食塩相当 1.8 ｇ

カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 443 kcal

コーンサラダ

ヨーグルト

えのきスープ 脂　質 8.6 ｇ

食物繊維 3.6 ｇ

食塩相当 2.8 ｇ

豆腐ハンバーグ ｴﾈﾙｷﾞｰ 554 kcal

切干大根の煮付け

みかん

みそ汁 脂　質 14.8 ｇ

ご飯 食物繊維 3.7 ｇ

食塩相当 2.4 ｇ

ホットドッグ ｴﾈﾙｷﾞｰ 471 kcal

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え

りんご

クラムチャウダー 脂　質 20.4 ｇ

食物繊維 3.4 ｇ

食塩相当 2.5 ｇ

けんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 417 kcal

もやしのナムル

バナナ

脂　質 8.6 ｇ

食物繊維 4.2 ｇ

食塩相当 2.8 ｇ

炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 550 kcal

鶏のから揚げ

ほうれん草のごま和え

りんごゼリー 脂　質 18.2 ｇ

すまし汁 食物繊維 3.7 ｇ

食塩相当 2.0 ｇ

ぶりの照り焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal

小松菜の磯和え

キウイフルーツ

ワンタンスープ 脂　質 17.0 ｇ

ご飯 食物繊維 3.0 ｇ

食塩相当 1.9 ｇ

鶏手羽のサワー煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal

肉と春雨の野菜炒め

りんご

きのこ汁 脂　質 15.2 ｇ

ご飯 食物繊維 3.1 ｇ

食塩相当 1.4 ｇ

さばのみそ煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal

大豆のサラダ

キウイフルーツ

みそ汁 脂　質 20.4 ｇ

ご飯 食物繊維 3.4 ｇ

食塩相当 1.8 ｇ

いりどり ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal

ほうれん草のｼｰﾁｷﾝ和え

みかん

味噌汁 脂　質 11.3 ｇ

ふりかけご飯 食物繊維 6.0 ｇ

食塩相当 1.4 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 18.9 ｇ

／

木木木木

1111

サラダ油／小麦粉（薄

力粉）／有塩バター／

かたくり粉／スパゲ

ティー

豚ひき肉／牛ひき肉／

ｽｷﾑﾐﾙｸ／わかめ／ヨー

グルト　脱脂加糖／た

まご／木綿豆腐／花か

つお

にんにく(りん茎)／に

んじん／玉葱／青ピー

マン／きゅうり／キャ

ベツ／みかん缶詰(果

肉)／チンゲンツァイ

／きくらげ(乾)

麦茶

菜めしおにぎり

麦茶

クラッカー

たんぱく質 17.9 ｇ

／

金金金金

2222

小麦粉（薄力粉）／サ

ラダ油／上白糖／ごま

(いり）白／じゃがい

も／水稲穀粒(精白米)

さんま／花かつお／木

綿豆腐／煮干し

しょうが／だいずもや

し／にんじん／こまつ

な／パインアップル

(缶詰)／なめこ／はく

さい

牛乳

ソフトビスケット

麦茶

チーズ

たんぱく質 17.5 ｇ

／

月月月月

5555

サラダ油／上白糖／と

うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)

／じゃがいも／水稲穀

粒(精白米)

鶏肝臓(生)／木綿豆腐

／煮干し

にんにく(りん茎)／

しょうが／キャベツ／

きゅうり／にんじん／

りんご／だいこん

牛乳

おからドーナツ

麦茶

ウエハース

たんぱく質 24.2 ｇ

／

火火火火

6666

じゃがいも／上白糖／

サラダ油／オレンジゼ

リー／水稲穀粒(精白

米)

さけ／干ひじき／大豆

(国産､ゆで）／鶏若鶏

肉胸(皮付き)／油揚げ

／木綿豆腐／煮干し

にんじん／グリンピー

ス／ごぼう／はくさい

牛乳

カステラ

麦茶

せんべい

たんぱく質 11.5 ｇ

／

水水水水

7777

ごま油／サラダ油／

じゃがいも／有塩バ

ター／うどん(乾麺)

豚ひき肉／ベーコン
にんじん／たけのこ(ゆで)

／きくらげ(乾)／ねぎ／に

ら／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／しょ

うが／にんにく(りん茎)／

玉葱／グリンピース(ゆで)

／かき(甘がき)

麦茶

おにぎり

麦茶

バナナ

たんぱく質 14.9 ｇ

／

木木木木

8888

上白糖／サラダ油／か

たくり粉／さといも／

水稲穀粒(精白米)

木綿豆腐／豚ひき肉／

花かつお／油揚げ

にら／にんじん／ねぎ

／生椎茸／ブロッコ

リー／温州蜜柑(普通､

生)／だいこん／ごぼ

う

牛乳

ふかし芋

麦茶

ソフトビスケット

たんぱく質 13.4 ｇ

／

金金金金

9999

じゃがいも／サラダ油

／とうもろこし缶詰

(ﾎｰﾙ)／水稲穀粒(精白

米)

豚モモ(赤肉)／ヨーグ

ルト　脱脂加糖／木綿

豆腐／カットわかめ

にんじん／玉葱／青

ピーマン／キャベツ／

きゅうり／えのきたけ

きになる野菜

せんべい

麦茶

クラッカー

たんぱく質 20.2 ｇ

／

月月月月

12121212

パン粉(生)／大豆油／

じゃがいも／上白糖／

水稲穀粒(精白米)

木綿豆腐／豚ひき肉／

たまご／さつま揚げ／

煮干し

玉葱／切干しだいこん

／にんじん／温州蜜柑

(普通､生)／キャベツ

牛乳

ホットケーキ

麦茶

ウエハース

たんぱく質 14.3 ｇ

／

火火火火

13131313

有塩バター／じゃがい

も／とうもろこし缶詰

(ﾎｰﾙ)／コッペパン(市

販品）

ウィンナー／花かつお

／ベーコン／あさり

キャベツ／青ピーマン

／ブロッコリー／りん

ご／にんじん／玉葱／

パセリ

牛乳

せんべい

麦茶

パイ菓子

たんぱく質 13.6 ｇ

／

水水水水

14141414

さといも／糸こんにゃ

く／ごま油／うどん

(乾麺)

豚肩(赤肉)／油揚げ／

木綿豆腐／煮干し

ごぼう／だいこん／に

んじん／ねぎ／はくさ

い／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし

／バナナ

牛乳

さつまいも蒸しパン

麦茶

ビスケット

たんぱく質 20.8 ｇ

／

木木木木

15151515

上白糖／かたくり粉／

サラダ油／ごま(い

り）黒／麩／水稲穀粒

(精白米)

鶏成鶏肉ささ身／油揚

げ／鶏若鶏肉モモ(皮

付き)／さけ／木綿豆

腐／花かつお

にんじん／ごぼう／し

めじ／グリンピース／

しょうが／ほうれんそ

う／葉ねぎ／えのきた

け

牛乳

バナナ

麦茶

クラッカー

たんぱく質 19.3 ｇ

／

金金金金

16161616

上白糖／小麦粉（薄力

粉）／サラダ油／水稲

穀粒(精白米)

ぶり／焼きのり／豚ひ

き肉

こまつな／キウイフ

ルーツ／にら／にんじ

ん／ねぎ／きくらげ

(乾)

牛乳

クリームパン

麦茶

ボーロ

たんぱく質 22.7 ｇ

／

月月月月

19191919

上白糖／普通はるさめ

(乾)／サラダ油／水稲

穀粒(精白米)

鶏成鶏肉手羽(皮付き)

／豚中型種外モモ(赤

肉)／木綿豆腐／煮干

し

キャベツ／にんじん／

生椎茸／りんご／しめ

じ／えのきたけ／まい

たけ

牛乳

きなこトースト

麦茶

せんべい

たんぱく質 18.8 ｇ

／

火火火火

20202020

上白糖／じゃがいも／

水稲穀粒(精白米)

まさば／大豆(国産､ゆ

で）／ロースハム／木

綿豆腐／煮干し

しょうが／にんじん／

きゅうり／キャベツ／

キウイフルーツ／なめ

こ／はくさい

牛乳

ソフトビスケット

麦茶

クラッカー

たんぱく質 16.1 ｇ

／

水水水水

21212121

板こんにゃく／じゃが

いも／上白糖／サラダ

油／ごま油／水稲穀粒

(精白米)

鶏若鶏肉モモ(皮なし)

／いんげんまめ(ゆ

で）／花かつお／わか

め／ツナ缶詰(水煮ﾌﾚｰ

ｸﾗｲﾄ)／油揚げ／煮干

し

にんじん／ごぼう／生

椎茸／ほうれんそう／

温州蜜柑(普通､生)／

こまつな／えのきたけ

牛乳

大学芋

麦茶

おこし



平成30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 時ドライカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 445 kcalしょう油ﾌﾚﾝﾁｻﾗﾀﾞヨーグルトかぶのスープ 脂　質 5.9 ｇ食物繊維 2.5 ｇ食塩相当量 1.5 ｇ鶏の照り焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 553 kcalマカロニサラダオレンジゼリーみそ汁 脂　質 17.1 ｇご飯 食物繊維 2.1 ｇ食塩相当量 1.5 ｇまぐろのごまみそ和え ｴﾈﾙｷﾞｰ 460 kcalコールスローサラダみかんみそ汁 脂　質 12.7 ｇご飯 食物繊維 2.6 ｇ食塩相当量 2.4 ｇきのこあんかけうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcalポテトサラダワインゼリー 脂　質 17.7 ｇ食物繊維 3.4 ｇ食塩相当量 2.8 ｇ五目煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcalたらこ人参ｷｳｲﾌﾙｰﾂみそ汁 脂　質 18.5 ｇご飯 食物繊維 4.9 ｇ食塩相当量 2.0 ｇさんまのかば焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal春雨サラダ（酢）青菜スープりんご 脂　質 25.6 ｇご飯 食物繊維 2.5 ｇ食塩相当量 1.6 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。肌寒い日が増え、秋が駆け足で過ぎそうですね。これからは温かい物や冬野菜がおいしい季節となってきます!寒い日には体を温める根菜類を食べ、睡眠を十分に取り寒さに負けない体で、これから迎える寒い冬を乗り切りましょう。　～おなかの中から　　   元気になろう！～　＊便秘予防 　腸で便の量を増やし、排泄物や有害物質を 　体外に出す働きをします。　＊生活習慣病予防 　血糖値やコレステロールを下げ、糖尿病や 　高脂血症の予防に効果があります。　＊大腸がん予防 　腸内の善玉菌の栄養源となり、腸の環境が 　よくなり、悪玉菌が生育しにくくなります。 白い根の方に消化酵素（ジアスターゼやアミラーゼ）　＊肥満予防 が含まれています。胃もたれや胸やけに即効性があり、 　食物繊維は、胃の中で膨らんで満足感が 　あります。(材料）　 白玉粉 15ｇ　木綿豆腐 15ｇ　　　　＊みたらしあん＊　　　　　しょう油 4ｇ  三温糖 2.2ｇ  　　　　　　　　みりん　0.7ｇ　　片栗粉　0.7ｇ(作り方）1.ボールに白玉粉、木綿豆腐を入れ、白玉粉の　粒がなくなるまでよく混ぜ、耳たぶ位の固さにする。2.①を沸騰した湯でゆであげ、浮いてきたら、水に　さらす。3.あんを作り、器に盛った②にかけてできあがり。

15.4 ｇ／
No.2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 ジョアせんべい麦茶クッキー たんぱく質牛乳木木木木22222222 とうもろこし(冷凍）／無塩バター／とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／サラダ油／上白糖／水稲穀粒(精白米) 豚ひき肉／生わかめ／ヨーグルト　脱脂加糖 にんじん／玉葱／青ピーマン／トマト缶詰(ジュース)／レーズン／キャベツ／きゅうり／かぶ／こまつな たんぱく質26262626 サラダ油／マカロニ／オレンジゼリー／水稲穀粒(精白米) 鶏若鶏肉モモ(皮付き)／ロースハム／わかめ／木綿豆腐／煮干し にんじん／きゅうり／玉葱／グリンピース／ねぎ／ずいき 19.6 ｇ／ きなこ団子27272727 かたくり粉／サラダ油／上白糖／ごま(いり）黒／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) かじきまぐろ／ロースハム／木綿豆腐／煮干し しょうが／キャベツ／きゅうり／にんじん／温州蜜柑(普通､生)／にら 牛乳せんべい麦茶クラッカー麦茶せんべい（甘辛）月月月月
18.4 ｇ／／火火火火 たんぱく質 19.1 ｇ牛乳フレンチトースト麦茶パイ菓子 たんぱく質牛乳水水水水28282828 かたくり粉／じゃがいも／ワインゼリー／うどん(乾麺) 鶏若鶏肉胸(皮なし)／油揚げ／花かつお／ロースハム にんじん／ねぎ／生椎茸／えのきたけ／しめじ／ほうれんそう／きゅうり／玉葱／みかん缶詰(果肉) たんぱく質

麦茶ウエハース たんぱく質 15.5 ｇ木木木木29292929 さといも／板こんにゃく／上白糖／サラダ油／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) 鶏若鶏肉モモ(皮付き)／凍り豆腐／たらこ／木綿豆腐／煮干し にんじん／ごぼう／れんこん／生椎茸／グリンピース／キウイフルーツ／なめこ／ねぎ 20.1 ｇ／ アメリカンドッグ
／金金金金30303030 小麦粉（薄力粉）／サラダ油／上白糖／普通はるさめ(乾)／水稲穀粒(精白米) さんま／ロースハム／花かつお しょうが／きゅうり／にんじん／こまつな／えのきたけ／りんご 牛乳パイ菓子麦茶クラッカー

冬　野　菜寒い冬に旬を迎える冬野菜は種類も多く、なかでも代表的な野菜に大根、ごぼう、白菜、ねぎ、れんこん、春菊、人参、ほうれん草、ブロッコリーなどがあります。冬野菜にはからだを温めてくれる効果を持つ野菜が多く、肉や魚と
　　食物繊維は野菜や海藻、芋、豆、穀類などの食物性食品に多く含まれています。食物繊維は腸の中で　水を吸って腸壁を刺激し、腸の運動を促すとともに、ダイオキシンなどの有害物質も取り除いて、体の

食 物 繊 維

　外に出す働きもします。食物繊維の多い食品をとり、生活のリズムを整え、おなかの中から元気な体を　つくりましょう。

★ はくさい(白菜） ビタミンＣ、カリウム、食物繊維を多く含みます。ビタミンＣは外葉や芯葉に多く、カリウムは
いった食材と上手に組み合わせることで、毎日の食生活の栄養バランスも取りやすく、体調を崩しやすい冬には冬野菜を上手に活用することが、元気に過ごす秘訣といえるでしょう。★ だいこん(大根） 辛み成分には発がん物質を抑える働きがあります。～レシピ紹介！～　　豆腐団子 芯葉に多く含みます。風邪予防や肌の潤いにも効果的です。★ ほうれん草 鉄、カロチン、ビタミンＣ、ビタミンＢ1、Ｂ2、カルシウム、マグネシウムなどが含まれ貧血予防や血液サラサラ効果があり、動脈硬化、脳卒中予防に効果があります



平成30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

ﾐｰﾄｿｰｽｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ ｴﾈﾙｷﾞｰ 454 kcal

和風サラダ

ヨーグルト

卵スープ 脂　質 11.5 ｇ

食物繊維 3.3 ｇ

食塩相当 2.7 ｇ

さんまのかば焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal

もやしのおひたし

パイン缶

みそ汁 脂　質 29.7 ｇ

ご飯 食物繊維 2.8 ｇ

食塩相当 1.8 ｇ

レバーのカレー炒め ｴﾈﾙｷﾞｰ 466 kcal

コーンサラダ

りんご

みそ汁 脂　質 19.6 ｇ

ご飯 食物繊維 4.6 ｇ

食塩相当 1.9 ｇ

さけのマヨネーズ焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal

ひじき煮

オレンジゼリー

みそ汁 脂　質 19.7 ｇ

ご飯 食物繊維 4.0 ｇ

食塩相当 2.1 ｇ

じゃじゃうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 357 kcal

ジャーマンポテト

かき

脂　質 10.9 ｇ

食物繊維 4.1 ｇ

食塩相当 1.8 ｇ

マーボ豆腐 ｴﾈﾙｷﾞｰ 446 kcal

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え

みかん

のっぺい汁 脂　質 16.2 ｇ

ご飯 食物繊維 6.0 ｇ

食塩相当 2.2 ｇ

カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 401 kcal

コーンサラダ

ヨーグルト

えのきスープ 脂　質 9.1 ｇ

食物繊維 4.3 ｇ

食塩相当 3.6 ｇ

豆腐ハンバーグ ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal

切干大根の煮付け

みかん

みそ汁 脂　質 20.6 ｇ

ご飯 食物繊維 4.6 ｇ

食塩相当 3.1 ｇ

ホットドッグ ｴﾈﾙｷﾞｰ 470 kcal

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え

りんご

クラムチャウダー 脂　質 22.8 ｇ

食物繊維 3.8 ｇ

食塩相当 2.7 ｇ

けんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 389 kcal

もやしのナムル

バナナ

脂　質 12.3 ｇ

食物繊維 4.3 ｇ

食塩相当 1.8 ｇ

炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal

鶏のから揚げ

ほうれん草のごま和え

りんごゼリー 脂　質 22.8 ｇ

すまし汁 食物繊維 4.2 ｇ

食塩相当 2.3 ｇ

ぶりの照り焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal

小松菜の磯和え

キウイフルーツ

ワンタンスープ 脂　質 23.6 ｇ

ご飯 食物繊維 3.6 ｇ

食塩相当 2.4 ｇ

鶏手羽のサワー煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 485 kcal

肉と春雨の野菜炒め

りんご

きのこ汁 脂　質 20.9 ｇ

ご飯 食物繊維 3.8 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

さばのみそ煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal

大豆のサラダ

キウイフルーツ

みそ汁 脂　質 26.6 ｇ

ご飯 食物繊維 4.3 ｇ

食塩相当 2.3 ｇ

いりどり ｴﾈﾙｷﾞｰ 479 kcal

ほうれん草のｼｰﾁｷﾝ和え

みかん

味噌汁 脂　質 16.5 ｇ

ふりかけご飯 食物繊維 7.4 ｇ

食塩相当 1.9 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 19.1 ｇ

／

木木木木

1111

サラダ油／小麦粉（薄

力粉）／有塩バター／

かたくり粉／スパゲ

ティー

豚ひき肉／牛ひき肉／

ｽｷﾑﾐﾙｸ／わかめ／ヨー

グルト　脱脂加糖／た

まご／木綿豆腐／花か

つお

にんにく(りん茎)／に

んじん／玉葱／青ピー

マン／きゅうり／キャ

ベツ／みかん缶詰(果

肉)／チンゲンツァイ

／きくらげ(乾)

麦茶

菜めしおにぎり

たんぱく質 21.3 ｇ

／

金金金金

2222

小麦粉（薄力粉）／サ

ラダ油／上白糖／ごま

(いり）白／じゃがい

も／水稲穀粒(精白米)

さんま／花かつお／木

綿豆腐／煮干し

しょうが／だいずもや

し／にんじん／こまつ

な／パインアップル

(缶詰)／なめこ／はく

さい

牛乳

ソフトビスケット

たんぱく質 21.4 ｇ

／

月月月月

5555

サラダ油／上白糖／と

うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)

／じゃがいも／水稲穀

粒(精白米)

鶏肝臓(生)／木綿豆腐

／煮干し

にんにく(りん茎)／

しょうが／キャベツ／

きゅうり／にんじん／

りんご／だいこん

牛乳

おからドーナツ

たんぱく質 29.2 ｇ

／

火火火火

6666

じゃがいも／上白糖／

サラダ油／オレンジゼ

リー／水稲穀粒(精白

米)

さけ／干ひじき／大豆

(国産､ゆで）／鶏若鶏

肉胸(皮付き)／油揚げ

／木綿豆腐／煮干し

にんじん／グリンピー

ス／ごぼう／はくさい

牛乳

カステラ

たんぱく質 10.9 ｇ

／

水水水水

7777

ごま油／サラダ油／

じゃがいも／有塩バ

ター／うどん(乾麺)

豚ひき肉／ベーコン
にんじん／たけのこ(ゆで)

／きくらげ(乾)／ねぎ／に

ら／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／しょ

うが／にんにく(りん茎)／

玉葱／グリンピース(ゆで)

／かき(甘がき)

麦茶

おにぎり

たんぱく質 19.1 ｇ

／

木木木木

8888

上白糖／サラダ油／か

たくり粉／さといも／

水稲穀粒(精白米)

木綿豆腐／豚ひき肉／

花かつお／油揚げ

にら／にんじん／ねぎ

／生椎茸／ブロッコ

リー／温州蜜柑(普通､

生)／だいこん／ごぼ

う

牛乳

ふかし芋

たんぱく質 14.2 ｇ

／

金金金金

9999

じゃがいも／サラダ油

／とうもろこし缶詰

(ﾎｰﾙ)／水稲穀粒(精白

米)

豚モモ(赤肉)／ヨーグ

ルト　脱脂加糖／木綿

豆腐／カットわかめ

にんじん／玉葱／青

ピーマン／キャベツ／

きゅうり／えのきたけ

きになる野菜

せんべい

たんぱく質 24.7 ｇ

／

月月月月

12121212

パン粉(生)／大豆油／

じゃがいも／上白糖／

水稲穀粒(精白米)

木綿豆腐／豚ひき肉／

たまご／さつま揚げ／

煮干し

玉葱／切干しだいこん

／にんじん／温州蜜柑

(普通､生)／キャベツ

牛乳

ホットケーキ

たんぱく質 16.8 ｇ

／

火火火火

13131313

有塩バター／じゃがい

も／とうもろこし缶詰

(ﾎｰﾙ)／コッペパン(市

販品）

ウィンナー／花かつお

／ベーコン／あさり

キャベツ／青ピーマン

／ブロッコリー／りん

ご／にんじん／玉葱／

パセリ

牛乳

せんべい

たんぱく質 15.8 ｇ

／

水水水水

14141414

さといも／糸こんにゃ

く／ごま油／うどん

(乾麺)

豚肩(赤肉)／油揚げ／

木綿豆腐／煮干し

ごぼう／だいこん／に

んじん／ねぎ／はくさ

い／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし

／バナナ

牛乳

さつまいも蒸しパン

たんぱく質 25.5 ｇ

／

木木木木

15151515

上白糖／かたくり粉／

サラダ油／ごま(い

り）黒／麩／水稲穀粒

(精白米)

鶏成鶏肉ささ身／油揚

げ／鶏若鶏肉モモ(皮

付き)／さけ／木綿豆

腐／花かつお

にんじん／ごぼう／し

めじ／グリンピース／

しょうが／ほうれんそ

う／葉ねぎ／えのきた

け

牛乳

バナナ

たんぱく質 24.7 ｇ

／

金金金金

16161616

上白糖／小麦粉（薄力

粉）／サラダ油／水稲

穀粒(精白米)

ぶり／焼きのり／豚ひ

き肉

こまつな／キウイフ

ルーツ／にら／にんじ

ん／ねぎ／きくらげ

(乾)

牛乳

クリームパン

たんぱく質 26.4 ｇ

／

月月月月

19191919

上白糖／普通はるさめ

(乾)／サラダ油／水稲

穀粒(精白米)

鶏成鶏肉手羽(皮付き)

／豚中型種外モモ(赤

肉)／木綿豆腐／煮干

し

キャベツ／にんじん／

生椎茸／りんご／しめ

じ／えのきたけ／まい

たけ

牛乳

きなこトースト

たんぱく質 23.4 ｇ

／

火火火火

20202020

上白糖／じゃがいも／

水稲穀粒(精白米)

まさば／大豆(国産､ゆ

で）／ロースハム／木

綿豆腐／煮干し

しょうが／にんじん／

きゅうり／キャベツ／

キウイフルーツ／なめ

こ／はくさい

牛乳

ソフトビスケット

たんぱく質 19.5 ｇ

／

水水水水

21212121

板こんにゃく／じゃが

いも／上白糖／サラダ

油／ごま油／水稲穀粒

(精白米)

鶏若鶏肉モモ(皮なし)

／いんげんまめ(ゆ

で）／花かつお／わか

め／ツナ缶詰(水煮ﾌﾚｰ

ｸﾗｲﾄ)／油揚げ／煮干

し

にんじん／ごぼう／生

椎茸／ほうれんそう／

温州蜜柑(普通､生)／

こまつな／えのきたけ

牛乳

大学芋



平成30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 時ドライカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 377 kcalしょう油ﾌﾚﾝﾁｻﾗﾀﾞヨーグルトかぶのスープ 脂　質 6.6 ｇ食物繊維 3.0 ｇ食塩相当量 2.1 ｇ鶏の照り焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 568 kcalマカロニサラダオレンジゼリーみそ汁 脂　質 23.9 ｇご飯 食物繊維 2.5 ｇ食塩相当量 1.7 ｇまぐろのごまみそ和え ｴﾈﾙｷﾞｰ 459 kcalコールスローサラダみかんみそ汁 脂　質 17.0 ｇご飯 食物繊維 2.9 ｇ食塩相当量 2.9 ｇきのこあんかけうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcalポテトサラダワインゼリー 脂　質 22.4 ｇ食物繊維 3.1 ｇ食塩相当量 2.0 ｇ五目煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcalたらこ人参ｷｳｲﾌﾙｰﾂみそ汁 脂　質 25.0 ｇご飯 食物繊維 5.8 ｇ食塩相当量 2.5 ｇさんまのかば焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal春雨サラダ（酢）青菜スープりんご 脂　質 31.6 ｇご飯 食物繊維 2.6 ｇ食塩相当量 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。肌寒い日が増え、秋が駆け足で過ぎそうですね。これからは温かい物や冬野菜がおいしい季節となってきます!寒い日には体を温める根菜類を食べ、睡眠を十分に取り寒さに負けない体で、これから迎える寒い冬を乗り切りましょう。　～おなかの中から　　   元気になろう！～　＊便秘予防 　腸で便の量を増やし、排泄物や有害物質を 　体外に出す働きをします。　＊生活習慣病予防 　血糖値やコレステロールを下げ、糖尿病や 　高脂血症の予防に効果があります。　＊大腸がん予防 　腸内の善玉菌の栄養源となり、腸の環境が 　よくなり、悪玉菌が生育しにくくなります。 白い根の方に消化酵素（ジアスターゼやアミラーゼ）　＊肥満予防 が含まれています。胃もたれや胸やけに即効性があり、 　食物繊維は、胃の中で膨らんで満足感が 辛み成分には発がん物質を抑える働きがあります。 　あります。(材料）　 白玉粉 15ｇ　木綿豆腐 15ｇ　　　　＊みたらしあん＊　　　　　しょう油 4ｇ  三温糖 2.2ｇ  　　　　　　　　みりん　0.7ｇ　　片栗粉　0.7ｇ(作り方）1.ボールに白玉粉、木綿豆腐を入れ、白玉粉の　粒がなくなるまでよく混ぜ、耳たぶ位の固さにする。2.①を沸騰した湯でゆであげ、浮いてきたら、水に　さらす。3.あんを作り、器に盛った②にかけてできあがり。

16.4 ｇ／
No.2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 ジョアせんべい たんぱく質牛乳木木木木22222222 とうもろこし(冷凍）／無塩バター／とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／サラダ油／上白糖／水稲穀粒(精白米) 豚ひき肉／生わかめ／ヨーグルト　脱脂加糖 にんじん／玉葱／青ピーマン／トマト缶詰(ジュース)／レーズン／キャベツ／きゅうり／かぶ／こまつな たんぱく質26262626 サラダ油／マカロニ／オレンジゼリー／水稲穀粒(精白米) 鶏若鶏肉モモ(皮付き)／ロースハム／わかめ／木綿豆腐／煮干し にんじん／きゅうり／玉葱／グリンピース／ねぎ／ずいき 23.8 ｇ／ きなこ団子27272727 かたくり粉／サラダ油／上白糖／ごま(いり）黒／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) かじきまぐろ／ロースハム／木綿豆腐／煮干し しょうが／キャベツ／きゅうり／にんじん／温州蜜柑(普通､生)／にら 牛乳せんべい月月月月
22.0 ｇ／／火火火火 たんぱく質 23.4 ｇ牛乳フレンチトースト たんぱく質牛乳水水水水28282828 かたくり粉／じゃがいも／ワインゼリー／うどん(乾麺) 鶏若鶏肉胸(皮なし)／油揚げ／花かつお／ロースハム にんじん／ねぎ／生椎茸／えのきたけ／しめじ／ほうれんそう／きゅうり／玉葱／みかん缶詰(果肉) たんぱく質

ｇ木木木木29292929 さといも／板こんにゃく／上白糖／サラダ油／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) 鶏若鶏肉モモ(皮付き)／凍り豆腐／たらこ／木綿豆腐／煮干し にんじん／ごぼう／れんこん／生椎茸／グリンピース／キウイフルーツ／なめこ／ねぎ 24.3 ｇ／ アメリカンドッグ30303030 小麦粉（薄力粉）／サラダ油／上白糖／普通はるさめ(乾)／水稲穀粒(精白米) さんま／ロースハム／花かつお しょうが／きゅうり／にんじん／こまつな／えのきたけ／りんご 牛乳パイ菓子
　　食物繊維は野菜や海藻、芋、豆、穀類などの食物性食品に多く含まれています。食物繊維は腸の中で　水を吸って腸壁を刺激し、腸の運動を促すとともに、ダイオキシンなどの有害物質も取り除いて、体の

食 物 繊 維

　外に出す働きもします。食物繊維の多い食品をとり、生活のリズムを整え、おなかの中から元気な体を　つくりましょう。

／金金金金 たんぱく質 18.5

～レシピ紹介！～　　豆腐団子 芯葉に多く含みます。風邪予防や肌の潤いにも
いった食材と上手に組み合わせることで、毎日の食生活の栄養バランスも取りやすく、体調を崩しやすい冬には冬野菜を上手に活用することが、元気に過ごす秘訣といえるでしょう。寒い冬に旬を迎える冬野菜は種類も多く、なかでも代表的な野菜に大根、ごぼう、白菜、ねぎ、れんこん、春菊、人参、ほうれん草、ブロッコリーなどがあります。冬野菜にはからだを温めてくれる効果を持つ野菜が多く、肉や魚と冬　野　菜

に効果があります
★ だいこん(大根）★ はくさい(白菜）★ ほうれん草 効果的です。鉄、カロチン、ビタミンＣ、ビタミンＢ1、Ｂ2、カルシウム、マグネシウムなどが含まれ貧血予防や血液サラサラ効果があり、動脈硬化、脳卒中予防

ビタミンＣ、カリウム、食物繊維を多く含みます。ビタミンＣは外葉や芯葉に多く、カリウムは



 【西保育園】 【西保育園】 【西保育園】 【西保育園】

1 11 2 給食丸ごと － 不検出2 11 7 給食丸ごと － 不検出3 11 9 給食丸ごと － 不検出4 11 14 給食丸ごと － 不検出5 11 16 給食丸ごと － 不検出6 11 21 給食丸ごと － 不検出7 11 22 給食丸ごと － 不検出8 11 26 給食丸ごと － 不検出

備考件数 検査日 検体名 検査値産地



Ｈ30、11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　小林苑美月 火 水 木 金・主食 Aм飲み物 はと麦茶 ぶどうジュース・汁、スープ類 Aмおやつ ビスコ うすやきせんべい・主菜 コーンスープ ミロ・副菜 Pм飲み物 ☆バター ハーベスト・デザート Pмおやつ   トースト黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、片栗粉、ごま油 みそ、豆腐 小松菜 米、油、砂糖 豚肉 ◎ぶどうジュース力や熱になる 血や筋肉に　 体の調子を マヨネーズ、ごま かれい 長ねぎ、人参 片栗粉 かにかま 白菜、人参             なる 　　　　整える ビーフン○マーガリン 豚肉 赤パプリカ しゅうまいの皮 〇鉄牛乳 たけのこ、玉ねぎ油○食パン ○牛乳 玉ねぎ、キウイ ごま油 長ねぎ、もやし、生姜〇コーンスープ素 ○パセリ粉 キャベツ 〇ミロ きゅうり、バナナ補ってほしい食品・・・ 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・大豆製品類8麦茶 カルピス ミロ 麦茶 牛乳たべっこ動物 アンパンマン クラッカー ばかうけ 英字ビスケットベイビー せんべい はと麦茶 野菜ジュースりんごジュース 麦茶 ☆さつまいもご 牛乳 １歳からのごませんべい ☆焼きカレーパン はんのおにぎり ☆ホットケーキ かっぱえびせん黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、片栗粉、油 みそ、鶏挽肉 大根、長ねぎ 米、砂糖、ごま油 ◎カルピス、納豆 なめこ、にんにく 中華麺、ごま油 ◎鉄牛乳 長ねぎ、海苔 米、パン粉 合挽肉、卵〇牛乳 人参、しめじ 米、油、パン粉 みそ、卵 人参、もやし砂糖 卵、ちくわ わかめ、玉ねぎ 〇油〇バター 豆腐、みそ 切り干し大根 砂糖、油 なると キャベツ、コーン じゃが芋、オリーブ油 〇卵 えのき、玉ねぎ 小麦粉 豚挽肉 豆苗、玉ねぎマヨネーズ 椎茸、キャベツ 〇食パン〇パン粉 鮭 きゅうり、人参 〇ごま〇米 豚肉 もやし、人参 〇ホットケーキ粉 ○スキムミルク ケチャップ 砂糖 ◎牛乳 キャベツ、きゅうり人参、ごぼう、れんこん 〇カレールウ 〇豚挽肉、油揚げ バナナ、生姜 〇さつまいも にら、りんご 砂糖 鉄牛乳、ベーコン オレンジ かぼちゃ キウイ○りんごジュース、 オレンジ,生姜 〇片栗粉 ○人参 ○玉ねぎ、長ねぎ ◎ミロ にんにく、生姜 〇メープルシロップ パセリ粉 〇野菜ジュース補ってほしい食品・・・乳製品類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・・魚介類14牛乳 麦茶 はと麦茶 カルピス 牛乳源氏パイ おっとっと 鈴カステラ ぱりんこ ココナッツサブレミロ 牛乳 麦茶ぶどうジュース ☆かぼちゃ 青菜のごま和え ☆ふかしいも ☆手作り りんごジュースりんご 星たべよ むしぱん うさぎりんご フルーツケーキ 青のりせんべい黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、油 豚肉 ○ぶどうジュース 米、じゃが芋 豚肉〇牛乳 玉ねぎ、人参 米、片栗粉、油 さんま○牛乳 切り干し大根 米、砂糖 ◎カルピス 人参、長ねぎ 米 みそ、豚挽肉 水菜、もやし、生姜砂糖、マロニー ◎牛乳 ごぼう、人参、大根 バナナ ごま、砂糖 みそ、油揚げ 人参、生姜 麩、焼き肉のたれ 鶏肉、油揚げ ○いちごソース 砂糖、油 卵 人参、キャベツごま油 椎茸、長ねぎ カレールウ 〇卵 小松菜 片栗粉〇砂糖 ○卵 きゅうり、りんご ◎牛乳 ケチャップ玉ねぎ 〇蒸しパン粉 〇鉄牛乳 〇かぼちゃパウダー ○さつまいも もやし スパゲティ、マヨネーズ ハム ほうれん草、椎茸 片栗粉 高野豆腐 キウイ、玉ねぎりんご、生姜、 もやし、きゅうり 〇砂糖〇ミロ ○スキムミルク グレープフルーツ 〇ホットケーキ粉 〇ホイップクリーム ○キウイ○みかん缶 ○りんごジュース補ってほしい食品・・・大豆製品類 補ってほしい食品・・・大豆製品類 補ってほしい食品・・・肉類 補ってほしい食品・・・魚類 補ってほしい食品・・・きのこ類
けんちん汁豚肉の生姜焼き春雨サラダ12　　にこにこ給食 カレーライスバナナごはん 肉団子の甘酢あん水菜の和え物おいなりさん花麩のすまし汁鶏肉の漬けだれ焼きスパゲティサラダごはん切り干し大根のみそ汁さんまの竜田揚げ

5 納豆ごはんなめこのみそ汁鮭の香味焼き切り干し大根サラダバナナ焼きつくね根菜サラダオレンジごはん大根のみそ汁 6

2　　　３～５歳児お弁当の日

9　　2～５歳児お弁当の日

16

1ごはん豆腐のみそ汁白身魚のごまマヨ焼きビーフンと野菜の炒め物キウイ 中華丼ワンタンスープ
白河ラーメン焼き豚

もやしの和え物バナナ
野菜炒めりんご ごはん7　　　　　郷土料理

ごはんキャベツのみそ汁

ごはんもやしのみそ汁かぼちゃコロッケキャベツのサラダキウイハンバーグポテトとベーコンのソテーオレンジきのこスープ

キウイ
13　　　　　野外炊飯

グレープフルーツ
15　　　七五三お祝いメニュー

「野外炊飯」について「野外炊飯」について「野外炊飯」について「野外炊飯」について１１月１３日（火）に、園にある釜戸を使ってカレーライス作１１月１３日（火）に、園にある釜戸を使ってカレーライス作１１月１３日（火）に、園にある釜戸を使ってカレーライス作１１月１３日（火）に、園にある釜戸を使ってカレーライス作りをしたいと思います。３～５歳児の子ども達とカレーライスりをしたいと思います。３～５歳児の子ども達とカレーライスりをしたいと思います。３～５歳児の子ども達とカレーライスりをしたいと思います。３～５歳児の子ども達とカレーライスに使う野菜を洗い、皮むきをしたり、包丁を使って野菜を切っに使う野菜を洗い、皮むきをしたり、包丁を使って野菜を切っに使う野菜を洗い、皮むきをしたり、包丁を使って野菜を切っに使う野菜を洗い、皮むきをしたり、包丁を使って野菜を切ったり、たくさんのお米を洗米してみるなど、子ども達と一緒にたり、たくさんのお米を洗米してみるなど、子ども達と一緒にたり、たくさんのお米を洗米してみるなど、子ども達と一緒にたり、たくさんのお米を洗米してみるなど、子ども達と一緒に野外炊飯をしたいと思います。野外炊飯をしたいと思います。野外炊飯をしたいと思います。野外炊飯をしたいと思います。



Ｈ３０、11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20 22オレンジジュース 牛乳 はと麦茶 ぶどうジュースじゃこ米 ギンビス アンパンマン ひねり揚げビスケット せんべい鉄入り牛乳 野菜ジュース 牛乳 麦茶プチカステラ ☆じゃが芋ボーロ ☆クッキー ☆五目おにぎり  黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑中華麺、砂糖 鶏肉 のり、ねぎ 米、片栗粉 ◎牛乳、みそ 大根、長ねぎ 米、砂糖、ごま油 豚挽肉、豆腐 長ねぎ 食パン 鶏肉、チーズ ◎ぶどうジュース油 なると コーン、もやし 油 鶏挽肉、卵 人参、わかめ 油 みそ、油揚げ 人参 パン粉 牛乳 いちごジャム、コーン片栗粉 人参、にら 里芋 ○チーズ 玉ねぎ、椎茸 ○牛乳〇卵 なめこ、きゅうり マカロニ、バター ○油揚げ 玉ねぎ、人参○鉄牛乳 ぶどう、梨 ○じゃがいも 鶏肉 〇青のり、りんご 〇ホットケーキ粉 卵、かまぼこ オレンジ ホワイトルウ ○鶏肉 キャベツにんにく、生姜 砂糖 万能ねぎ ○砂糖 キャベツ、生姜 和風ドレッシング グレープフルーツ、 ブロッコリー◎オレンジジュース 〇片栗粉 〇野菜ジュース ○油 ○スキムミルク グリーンピース ○米〇砂糖 〇椎茸〇ごぼう、 〇人参補ってほしい食品・・・大豆製品類 補ってほしい食品・・・豆類 補ってほしい食品・・・芋類 補ってほしい食品・・・魚介類26 27　　　　季節のメニュー 28 29 30りんごジュース 牛乳 ぶどうジュース 麦茶 はと麦茶うすやき バタークッキー おっとっと 源氏パイ ハーベストえびせんべい麦茶 はと麦茶 鉄入り牛乳 牛乳 野菜ジュースカルシウム ☆お好み焼き ☆ミロ入り ☆スイートポテト ぱりんこヨーグルト マドレーヌ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米 油揚げ、みそ ◎りんごジュース 天ぷら粉 ◎牛乳、豚肉 ごぼう、人参 米、片栗粉、油 鶏肉、生クリーム コーン、にんにく 米、じゃがいも 〇牛乳、卵 長ねぎ 米、砂糖 なると、豚挽肉 椎茸、人参砂糖 ほっけ かぼちゃ うどん みそ 長ねぎ、白菜 じゃがいも、バター 〇鉄牛乳 グレープフルーツ 油、しらたき みそ、高野豆腐 白菜、万能ねぎ ごま油、片栗粉 ハム にら、玉ねぎハム 玉ねぎ 里芋、油 豆腐、えび 大根 〇ホットケーキ粉 〇卵 パセリ粉 砂糖 豚肉、牛肉 玉ねぎ しゅうまいの皮 しょうがマヨネーズ 〇ヨーグルト 小松菜、人参 〇お好み焼き粉 〇豚肉 みかん 〇ミロ、砂糖 玉ねぎ 〇砂糖〇バター かにかまぼこ 人参、もやし マロニー きゅうりバナナ、きゅうり 〇マヨネーズ 〇かつお節 〇キャベツ 〇砂糖 人参、白菜 〇さつまいも 〇卵 バナナ りんごゆかり 〇油 〇卵 ○青のり 〇バター ◎ぶどうジュース しいたけ ほうれん草 ○野菜ジュース補ってほしい食品・・・卵類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・魚類 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　４８９Ｋｃａｌ たんぱく質　１５．２ｇ 脂質　１５．６ｇ 塩分　１．７ｇ 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。※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。※園では、給食の放射能検査を行っています。

ごはんじゃが芋のみそ汁すき焼き風煮ものもやしの和え物バナナごはんコンソメスープチキンステーキマッシュポテトグレープフルーツ

大根のみそ汁具だくさん卵焼き里芋と鶏肉の甘辛煮りんご

みかん

19  　　年中組希望献立

ゆかりごはん小松菜のみそ汁ほっけの塩焼きかぼちゃのサラダバナナ 豚汁うどんえび天白菜の浅漬け

ブロッコリーのサラダグレープフルーツ２色どんぶり油揚げのみそ汁キャベツの和え物オレンジごはんしょうゆラーメン鶏肉のから揚げもやしの和え物ぶどう、梨 23　　　　 勤労感謝の日21

しゅうまい春雨サラダりんごごはん中華スープ

ジャムパン野菜スープマカロニグラタン

☆豆知識☆☆豆知識☆☆豆知識☆☆豆知識☆秋から冬に差し掛かるこの季節は、おもに芋類の味が濃厚になる時期です。さつまいもさつまいもさつまいもさつまいもは、冷暗所で保存しておくと水分が抜け、でんぷんが糖分に変わり甘みが増します。泥付きのものは、しばらく時間をおいてから食べるとさらにおいしくなります。里芋里芋里芋里芋は、主成分は炭水化物ですが水分が多くカロリーはさつまいもの半分以下であり、便秘を解消し肥満防止に効果があります。里芋もさつまいも同様で寒さが苦手なので、冷蔵庫での保存ではなく、まとめて新聞紙に包んで冷暗所で常温保存がおすすめです！！一番おいしいこの季節に味わってみてください。



Ｈ３０、11月の献立表（３～５才） ○午後のおやつ材料 献立作成　小林苑美月 火 水 木 金・主食 Aм飲み物・汁、スープ類 Aмおやつ・主菜 コーンスープ ミロ・副菜 Pм飲み物 ☆バター ハーベスト・デザート Pмおやつ   トースト黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、片栗粉、ごま油 みそ、豆腐 小松菜 〇ミロ 〇鉄牛乳力や熱になる 血や筋肉に　 体の調子を マヨネーズ、ごま かれい 長ねぎ、人参             なる 　　　　整える ビーフン○マーガリン 豚肉 赤パプリカ油○食パン ○牛乳 玉ねぎ、キウイ〇コーンスープ素 ○パセリ粉 キャベツ補ってほしい食品・・・ 補ってほしい食品・・・きのこ類8緑茶 野菜ジュースりんごジュース 麦茶 ☆さつまいもご 牛乳ごませんべい ☆焼きカレーパン はんのおにぎり ☆ホットケーキ かっぱえびせん黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、片栗粉、油 みそ、鶏挽肉 大根、長ねぎ 米、砂糖、ごま油 納豆 なめこ、にんにく 中華麺、ごま油 長ねぎ、海苔 米、パン粉 合挽肉、卵〇牛乳 人参、しめじ 〇野菜ジュース砂糖 卵、ちくわ わかめ、玉ねぎ 〇油〇バター 豆腐、みそ 切り干し大根 砂糖、油 なると キャベツ、コーン じゃが芋、オリーブ油 〇卵 えのき、玉ねぎマヨネーズ 椎茸、キャベツ 〇食パン〇パン粉 鮭 きゅうり、人参 〇ごま〇米 豚肉 もやし、人参 〇ホットケーキ粉 ○スキムミルク ケチャップ人参、ごぼう、れんこん 〇カレールウ 〇豚挽肉、油揚げ バナナ、生姜 〇さつまいも にら、りんご 砂糖 鉄牛乳、ベーコン オレンジ○りんごジュース、 オレンジ,生姜 〇片栗粉 ○人参 ○玉ねぎ、長ねぎ にんにく、生姜 〇メープルシロップ パセリ粉補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・魚介類14ぶどうジュース ミロ 牛乳 紅茶星たべよ ☆かぼちゃ 青菜のごま和え ☆ふかしいも ☆手作り りんごジュースりんご ウエハース むしぱん グレープフルーツ うさぎりんご フルーツケーキ 青のりせんべい黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、油 豚肉 ○ぶどうジュース 米、じゃが芋 豚肉〇牛乳 玉ねぎ、人参 米、片栗粉、油 さんま○牛乳 切り干し大根 米、砂糖 人参、長ねぎ 米 みそ、豚挽肉 水菜、もやし、生姜砂糖、マロニー ごぼう、人参、大根 ごま、砂糖 みそ、油揚げ 人参、生姜 麩、焼き肉のたれ 鶏肉、油揚げ ○いちごソース 砂糖、油 卵 人参、キャベツごま油 椎茸、長ねぎ カレールウ 〇卵 小松菜 片栗粉〇砂糖 ○卵 きゅうり、りんご 高野豆腐 ケチャップ玉ねぎ 〇蒸しパン粉 〇鉄牛乳 〇かぼちゃパウダー ○さつまいも もやし スパゲティ、マヨネーズ ハム ほうれん草、椎茸 片栗粉 キウイ、玉ねぎりんご、生姜、 もやし、きゅうり 〇砂糖〇ミロ ○スキムミルク バナナ グレープフルーツ 〇ホットケーキ粉 〇ホイップクリーム ○キウイ○みかん缶 ○りんごジュース補ってほしい食品・・・大豆製品類 補ってほしい食品・・・大豆製品類 補ってほしい食品・・・肉類 補ってほしい食品・・・魚類 補ってほしい食品・・・きのこ類
けんちん汁

白身魚のごまマヨ焼き
白河ラーメン ごはんりんご ポテトとベーコンのソテー

ごはん豆腐のみそ汁 2　　3～5歳児お弁当の日1ビーフンと野菜の炒め物キウイ
5 6 7　　　　　郷土料理 9　　2～５歳児お弁当の日大根のみそ汁 なめこのみそ汁 焼き豚焼きつくね 鮭の香味焼き 野菜炒め ハンバーグきのこスープごはん 納豆ごはんオレンジ バナナ オレンジ
12　　にこにこ給食 16
根菜サラダ 切り干し大根サラダ

ごはん おいなりさん ごはんバナナ 切り干し大根のみそ汁 花麩のすまし汁 キャベツのみそ汁豚肉の生姜焼き さんまの竜田揚げ 鶏肉の漬けだれ焼き 肉団子の甘酢あんごはん カレーライス スパゲティサラダ 水菜の和え物キウイ春雨サラダ 13　　　　　野外炊飯 15　　　七五三お祝いメニュー

「野外炊飯」について「野外炊飯」について「野外炊飯」について「野外炊飯」について１１月１３日（火）に、園にある釜戸を使ってカレーライス作り１１月１３日（火）に、園にある釜戸を使ってカレーライス作り１１月１３日（火）に、園にある釜戸を使ってカレーライス作り１１月１３日（火）に、園にある釜戸を使ってカレーライス作りをしたいと思います。３～５歳児の子ども達とカレーライスにをしたいと思います。３～５歳児の子ども達とカレーライスにをしたいと思います。３～５歳児の子ども達とカレーライスにをしたいと思います。３～５歳児の子ども達とカレーライスに使う野菜を洗い、皮むきをしたり、包丁を使って野菜を切った使う野菜を洗い、皮むきをしたり、包丁を使って野菜を切った使う野菜を洗い、皮むきをしたり、包丁を使って野菜を切った使う野菜を洗い、皮むきをしたり、包丁を使って野菜を切ったり、たくさんのお米を洗米してみるなど、子ども達と一緒り、たくさんのお米を洗米してみるなど、子ども達と一緒り、たくさんのお米を洗米してみるなど、子ども達と一緒り、たくさんのお米を洗米してみるなど、子ども達と一緒に野に野に野に野外炊飯外炊飯外炊飯外炊飯をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。当日は、空のお弁当箱と敷布、当日は、空のお弁当箱と敷布、当日は、空のお弁当箱と敷布、当日は、空のお弁当箱と敷布、お箸セット、おしぼりの持参をお願い致します。お箸セット、おしぼりの持参をお願い致します。お箸セット、おしぼりの持参をお願い致します。お箸セット、おしぼりの持参をお願い致します。



Ｈ３０、11月の献立表（３～５才） ○午後のおやつ材料火　　 水 木 金20 22鉄入り牛乳 野菜ジュース 牛乳 麦茶プチカステラ ☆じゃが芋ボーロ ☆クッキー ☆五目おにぎり  黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑中華麺、砂糖 鶏肉 のり、ねぎ 米、片栗粉 みそ 大根、長ねぎ 米、砂糖、ごま油 豚挽肉、豆腐 長ねぎ コッペパン 鶏肉、チーズ油 なると コーン、もやし 油 鶏挽肉、卵 人参、わかめ 油 みそ、油揚げ 人参 パン粉 牛乳 いちごジャム、コーン片栗粉 人参、にら 里芋 ○チーズ 玉ねぎ、椎茸 ○牛乳〇卵 なめこ、きゅうり マカロニ、バター ○油揚げ 玉ねぎ、人参○鉄牛乳 ぶどう、梨 ○じゃがいも 鶏肉 〇青のり、りんご 〇ホットケーキ粉 卵、かまぼこ オレンジ ホワイトルウ ○鶏肉 キャベツにんにく、生姜 砂糖 万能ねぎ ○砂糖 キャベツ、生姜 和風ドレッシング グレープフルーツ、 ブロッコリー〇片栗粉 〇野菜ジュース ○油 ○スキムミルク グリーンピース ○米〇砂糖 〇椎茸〇ごぼう、 〇人参補ってほしい食品・・・大豆製品類 補ってほしい食品・・・豆類 補ってほしい食品・・・芋類 補ってほしい食品・・・魚介類26 27　　　　季節のメニュー 28 29 30麦茶 緑茶 鉄入り牛乳 牛乳 野菜ジュースカルシウム みかん ☆お好み焼き ☆ミロ入り ☆スイートポテト ぱりんこヨーグルト マドレーヌ ごまあげせん黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米 油揚げ、みそ うどん（年長児のみ 豚肉、ちくわ ごぼう、人参 米、片栗粉、油 鶏肉、生クリーム コーン、にんにく 米、じゃがいも 〇牛乳、卵 長ねぎ、椎茸 米、砂糖 なると、豚挽肉 椎茸、人参砂糖 ほっけ かぼちゃ 　　　　ソフト麺使用）みそ 長ねぎ、白菜 じゃがいも、バター 〇鉄牛乳 グレープフルーツ 油、しらたき みそ、高野豆腐 白菜、万能ねぎ ごま油、片栗粉 ハム にら、玉ねぎハム 玉ねぎ 里芋、油 豆腐、えび 大根 〇ホットケーキ粉 〇卵 パセリ粉 砂糖 豚肉、牛肉 玉ねぎ しゅうまいの皮 しょうがマヨネーズ 〇ヨーグルト 小松菜、人参 〇お好み焼き粉 〇豚肉 みかん 〇ミロ、砂糖 玉ねぎ 〇砂糖〇バター かにかまぼこ 人参、もやし マロニー きゅうりバナナ、きゅうり 〇マヨネーズ 〇かつお節 〇キャベツ 〇砂糖 人参、白菜 〇さつまいも 〇卵 バナナ りんごゆかり 〇油、天ぷら粉 〇卵 ○青のり 〇バター ほうれん草 ○野菜ジュース補ってほしい食品・・・卵類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・魚類 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11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　５５９Ｋｃａｌ たんぱく質　１８．１ｇ 脂質　１７．３ｇ 塩分　２．０ｇ カルシウム　　２１７ｍｇ※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。※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。※園では、給食の放射能検査を行っています。

ごはん ２色どんぶり ジャムパン 23　　　　 勤労感謝の日21しょうゆラーメン月　　19  　　年中組希望献立

ごはん ごはん小松菜のみそ汁 えび天 コンソメスープ じゃが芋のみそ汁 中華スープ

大根のみそ汁 油揚げのみそ汁 野菜スープ具だくさん卵焼き キャベツの和え物 マカロニグラタン里芋と鶏肉の甘辛煮 オレンジ ブロッコリーのサラダもやしの和え物ぶどう、梨鶏肉のから揚げ

バナナ グレープフルーツ バナナ りんごほっけの塩焼き ちくわの磯辺揚げ チキンステーキ すき焼き風煮もの しゅうまいかぼちゃのサラダ 白菜の浅漬け マッシュポテト もやしの和え物 春雨サラダ

りんご グレープフルーツ
ゆかりごはん 豚汁うどん ごはん

☆豆知識☆☆豆知識☆☆豆知識☆☆豆知識☆秋から冬に差し掛かるこの季節は、おもに芋類の味が濃厚になる時期です。さつまいもさつまいもさつまいもさつまいもは、冷暗所で保存しておくと水分が抜け、でんぷんが糖分に変わり甘みが増します。泥付きのものは、しばらく時間をおいてから食べるとさらにおいしくなります。里芋里芋里芋里芋は、主成分は炭水化物ですが水分が多くカロリーはさつまいもの半分以下であり、便秘を解消し肥満防止に効果があります。里芋もさつまいも同様で寒さが苦手なので、冷蔵庫での保存ではなく、まとめて新聞紙に包んで冷暗所で常温保存がおすすめです！！一番おいしいこの季節に味わってみてください。



 【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 5 給食丸ごと － 不検出4 11 6 給食丸ごと － 不検出5 11 7 給食丸ごと － 不検出6 11 8 給食丸ごと － 不検出7 11 9 給食丸ごと － 不検出8 11 12 給食丸ごと － 不検出9 11 13 給食丸ごと － 不検出10 11 14 給食丸ごと － 不検出11 11 15 給食丸ごと － 不検出12 11 16 給食丸ごと － 不検出13 11 19 給食丸ごと － 不検出14 11 20 給食丸ごと － 不検出15 11 21 給食丸ごと － 不検出16 11 22 給食丸ごと － 不検出17 11 26 給食丸ごと － 不検出18 11 27 給食丸ごと － 不検出19 11 28 給食丸ごと － 不検出20 11 29 給食丸ごと － 不検出21 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 さつまいも 千葉県 不検出3 11 2 給食丸ごと － 不検出4 11 2 牛乳 郡山市 不検出5 11 5 給食丸ごと － 不検出6 11 5 オレンジ 南アフリカ 不検出7 11 6 給食丸ごと － 不検出8 11 6 牛乳 郡山市 不検出9 11 7 給食丸ごと － 不検出10 11 7 牛乳 郡山市 不検出11 11 8 給食丸ごと － 不検出12 11 8 牛乳 郡山市 不検出13 11 9 給食丸ごと － 不検出14 11 9 グレープフルーツ 南アフリカ 不検出15 11 10 給食丸ごと － 不検出16 11 10 えのきたけ 長野県 不検出17 11 12 給食丸ごと － 不検出18 11 12 牛乳 郡山市 不検出19 11 13 給食丸ごと － 不検出20 11 13 木綿豆腐 群馬県 不検出21 11 14 給食丸ごと － 不検出22 11 14 牛乳 郡山市 不検出23 11 15 給食丸ごと － 不検出24 11 15 オレンジ 南アフリカ 不検出25 11 16 給食丸ごと － 不検出26 11 16 牛乳 郡山市 不検出27 11 17 給食丸ごと － 不検出28 11 17 牛乳 郡山市 不検出29 11 19 給食丸ごと － 不検出30 11 19 オレンジ 南アフリカ 不検出

件数 検査日 検体名 産地 検査値 備考



31 11 20 給食丸ごと － 不検出32 11 20 えのきたけ 新潟県 不検出33 11 21 給食丸ごと － 不検出34 11 21 かぼちゃ 北海道 不検出35 11 22 給食丸ごと － 不検出36 11 22 牛乳 郡山市 不検出37 11 24 給食丸ごと － 不検出38 11 24 オレンジ 南アフリカ 不検出39 11 26 給食丸ごと － 不検出40 11 26 牛乳 郡山市 不検出41 11 27 給食丸ごと － 不検出42 11 27 木綿豆腐 群馬県 不検出43 11 28 給食丸ごと － 不検出44 11 28 キャベツ 千葉県 不検出45 11 29 給食丸ごと － 不検出46 11 29 牛乳 郡山市 不検出47 11 30 給食丸ごと － 不検出48 11 30 牛乳 郡山市 不検出
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