
1 12 3 給食丸ごと － 不検出2 12 3 りんご 福島県 不検出3 12 4 給食丸ごと － 不検出4 12 4 みかん 和歌山県 不検出5 12 4 ねぎ 福島県 不検出6 12 5 給食丸ごと － 不検出7 12 5 豚もも 秋田県 不検出8 12 5 玉ねぎ 北海道 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 じゃがいも 北海道 不検出12 12 7 給食丸ごと － 不検出13 12 7 豆腐 福島県 不検出14 12 7 卵 福島県 不検出15 12 10 白菜 茨城県 不検出16 12 11 キャベツ 千葉県 不検出17 12 11 きゅうり 白河市 不検出18 12 12 米 白河市 不検出19 12 13 チンゲン菜 静岡県 不検出20 12 13 大根 白河市 不検出21 12 14 人参 千葉県 不検出22 12 17 給食丸ごと － 不検出23 12 17 みかん 和歌山県 不検出24 12 17 ねぎ 福島県 不検出25 12 18 給食丸ごと － 不検出26 12 18 里芋 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



27 12 19 給食丸ごと － 不検出28 12 19 ブロッコリー 埼玉県 不検出29 12 19 卵 福島県 不検出30 12 20 給食丸ごと － 不検出31 12 20 かぼちゃ メキシコ 不検出32 12 21 給食丸ごと － 不検出33 12 21 もやし 郡山市 不検出34 12 25 給食丸ごと － 不検出35 12 25 米 白河市 不検出36 12 25 白菜 茨城県 不検出37 12 26 給食丸ごと － 不検出38 12 26 鶏もも 岩手県 不検出39 12 27 給食丸ごと － 不検出40 12 27 玉ねぎ 北海道 不検出41 12 28 給食丸ごと － 不検出42 12 28 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 12 3 給食丸ごと － 不検出2 12 3 豚モモ肉 福島県 不検出3 12 3 木綿豆腐 福島県 不検出4 12 4 給食丸ごと － 不検出5 12 4 糸こんにゃく 福島県 不検出6 12 4 ほうれん草 栃木県 不検出7 12 5 給食丸ごと － 不検出8 12 5 えのきたけ 新潟県 不検出9 12 5 ピーマン 鹿児島県 不検出10 12 6 給食丸ごと － 不検出11 12 6 人参 千葉県 不検出12 12 6 ブロッコリー 福島県 不検出13 12 7 給食丸ごと － 不検出14 12 7 卵 福島県 不検出15 12 7 じゃが芋 北海道 不検出16 12 10 給食丸ごと － 不検出17 12 10 カジキマグロ 台湾 不検出18 12 10 白菜 茨城県 不検出19 12 11 給食丸ごと － 不検出20 12 11 キャベツ 愛知県 不検出21 12 11 鶏肝臓 北海道 不検出22 12 12 給食丸ごと － 不検出23 12 12 豚挽き肉 福島県 不検出24 12 12 小松菜 茨城県 不検出25 12 13 給食丸ごと － 不検出26 12 13 大根 福島県 不検出27 12 13 長ネギ 福島県 不検出28 12 14 給食丸ごと － 不検出29 12 14 木綿豆腐 福島県 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



30 12 14 きゅうり 宮崎県 不検出31 12 17 給食丸ごと － 不検出32 12 17 鶏手羽肉 北海道 不検出33 12 17 人参 千葉県 不検出34 12 18 給食丸ごと － 不検出35 12 18 里芋 千葉県 不検出36 12 18 ごぼう 青森県 不検出37 12 19 給食丸ごと － 不検出38 12 19 鯖 ノルウェー 不検出39 12 19 もやし 栃木県 不検出40 12 20 給食丸ごと － 不検出41 12 20 玉葱 北海道 不検出42 12 20 チンゲン菜 静岡県 不検出43 12 21 給食丸ごと － 不検出44 12 21 糸こんにゃく 福島県 不検出45 12 21 南瓜 メキシコ 不検出46 12 25 給食丸ごと － 不検出47 12 25 豚挽き肉 福島県 不検出48 12 25 白菜 茨城県 不検出49 12 26 給食丸ごと － 不検出50 12 26 鶏モモ肉 北海道 不検出51 12 26 じゃが芋 北海道 不検出52 12 27 給食丸ごと － 不検出53 12 27 豚モモ肉 福島県 不検出54 12 27 蕪 千葉県 不検出55 12 28 給食丸ごと － 不検出56 12 28 人参 千葉県 不検出57 12 28 じゃが芋 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 12 3 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 10 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 17 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 25 給食丸ごと － 不検出17 12 26 給食丸ごと － 不検出18 12 27 給食丸ごと － 不検出19 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 3 給食丸ごと － 不検出2 12 3 りんご 福島県 不検出3 12 3 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 ねぎ 福島県 不検出7 12 5 給食丸ごと － 不検出8 12 5 えのきたけ 新潟県 不検出9 12 5 きゅうり 宮崎県 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 たまねぎ 北海道 不検出13 12 7 給食丸ごと － 不検出14 12 7 じゃがいも 北海道 不検出15 12 7 しめじ 新潟県 不検出16 12 10 給食丸ごと － 不検出17 12 10 たまねぎ 北海道 不検出18 12 10 ロースハム 栃木県 不検出19 12 11 給食丸ごと － 不検出20 12 11 木綿豆腐 福島県 不検出21 12 11 人参 北海道 不検出22 12 12 給食丸ごと － 不検出23 12 12 豚肉 福島県 不検出24 12 12 きゅうり 宮崎県 不検出25 12 13 給食丸ごと － 不検出26 12 13 大根 福島県 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



27 12 13 チンゲン菜 茨城県 不検出28 12 14 給食丸ごと － 不検出29 12 14 白菜 福島県 不検出30 12 14 キャベツ 福島県 不検出31 12 17 給食丸ごと － 不検出32 12 17 にら 茨城県 不検出33 12 17 ねぎ 白河市 不検出34 12 18 給食丸ごと － 不検出35 12 18 白菜 白河市 不検出36 12 18 しいたけ 白河市 不検出37 12 19 給食丸ごと － 不検出38 12 19 もやし 郡山市 不検出39 12 19 ほうれん草 矢吹町 不検出40 12 20 給食丸ごと － 不検出41 12 20 鶏肉 青森県 不検出42 12 20 大根 白河市 不検出43 12 21 給食丸ごと － 不検出44 12 21 たまねぎ 北海道 不検出45 12 21 木綿豆腐 矢吹町 不検出46 12 25 給食丸ごと － 不検出47 12 25 豚肉 福島県 不検出48 12 25 白菜 白河市 不検出49 12 26 給食丸ごと － 不検出50 12 26 小松菜 白河市 不検出51 12 26 ねぎ 白河市 不検出52 12 27 給食丸ごと － 不検出53 12 27 もやし 郡山市 不検出54 12 27 きゅうり 栃木県 不検出55 12 28 給食丸ごと － 不検出56 12 28 たまねぎ 北海道 不検出57 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 3 給食丸ごと － 不検出2 12 3 大根 福島県 不検出3 12 3 ジャガイモ 北海道 不検出4 12 4 給食丸ごと － 不検出5 12 4 もやし 郡山市 不検出6 12 4 ばなな フィリピン 不検出7 12 5 給食丸ごと － 不検出8 12 5 豚もも肉 青森県 不検出9 12 6 給食丸ごと － 不検出10 12 6 鶏ひき肉 青森県 不検出11 12 7 給食丸ごと － 不検出12 12 7 鶏もも肉 青森県 不検出13 12 10 給食丸ごと － 不検出14 12 10 白菜 茨城県 不検出15 12 10 玉ねぎ 北海道 不検出16 12 11 給食丸ごと － 不検出17 12 11 りんご 福島県 不検出18 12 11 里芋 福島県 不検出19 12 12 給食丸ごと － 不検出20 12 12 小松菜 石川町 不検出21 12 13 給食丸ごと － 不検出22 12 13 チンゲン菜 静岡県 不検出23 12 14 給食丸ごと － 不検出24 12 14 キャベツ 千葉県 不検出25 12 17 給食丸ごと － 不検出26 12 17 長ねぎ 福島県 不検出

件数 備考産地検体名検査日 検査値



27 12 17 人参 千葉県 不検出28 12 18 給食丸ごと － 不検出29 12 18 ごぼう 青森県 不検出30 12 18 糸こんにゃく 白河市 不検出31 12 19 給食丸ごと － 不検出32 12 19 オレンジ オーストラリア 不検出33 12 20 給食丸ごと － 不検出34 12 20 玉ねぎ 北海道 不検出35 12 20 油揚げ 郡山市 不検出36 12 21 給食丸ごと － 不検出37 12 21 ブロッコリー 埼玉県 不検出38 12 25 給食丸ごと － 不検出39 12 25 ピーマン 茨城県 不検出40 12 26 給食丸ごと － 不検出41 12 26 小松菜 茨城県 不検出42 12 26 糸こんにゃく 白河市 不検出43 12 27 給食丸ごと － 不検出44 12 27 かぶ 千葉県 不検出45 12 28 給食丸ごと － 不検出46 12 28 米 白河市東 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 3 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 10 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 17 給食丸ごと － 不検出12 12 17 ブロッコリー 埼玉県 不検出13 12 18 給食丸ごと － 不検出14 12 18 大根 白河市 不検出15 12 19 給食丸ごと － 不検出16 12 19 生姜 高知県 不検出17 12 20 給食丸ごと － 不検出18 12 20 かぼちゃ メキシコ 不検出19 12 21 給食丸ごと － 不検出20 12 21 ホールコーン 静岡県 不検出21 12 25 給食丸ごと － 不検出22 12 25 白菜 茨城県 不検出23 12 26 給食丸ごと － 不検出24 12 26 さつま芋 千葉県 不検出25 12 27 給食丸ごと － 不検出26 12 27 玉葱 北海道 不検出27 12 28 給食丸ごと － 不検出28 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 3 給食丸ごと － 不検出2 12 3 大根 白河市 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 ネギ 白河市 不検出7 12 6 給食丸ごと － 不検出8 12 6 きゅうり 宮崎県 不検出9 12 7 給食丸ごと － 不検出10 12 7 にら 福島県 不検出11 12 10 給食丸ごと － 不検出12 12 10 なめこ 群馬県 不検出13 12 11 給食丸ごと － 不検出14 12 11 人参 千葉県 不検出15 12 12 給食丸ごと － 不検出16 12 12 白菜 茨城県 不検出17 12 13 給食丸ごと － 不検出18 12 13 小松菜 茨城県 不検出19 12 14 給食丸ごと － 不検出20 12 14 ほうれん草 白河市 不検出21 12 17 給食丸ごと － 不検出22 12 18 給食丸ごと － 不検出23 12 19 給食丸ごと － 不検出24 12 20 給食丸ごと － 不検出25 12 21 給食丸ごと － 不検出26 12 25 給食丸ごと － 不検出27 12 26 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30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ぶりの照り焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcalレンコンのきんぴらりんごみそ汁 脂　質 16.1 ｇご飯 食物繊維 2.4 ｇ食塩相当量 1.7 ｇすきやき風煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 479 kcalほうれん草のおひたしみかんみそ汁 脂　質 14.2 ｇご飯 食物繊維 5.2 ｇ食塩相当量 2.1 ｇスパゲティナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 548 kcalコーンサラダりんごゼリーえのきスープ 脂　質 16.0 ｇ食物繊維 4.7 ｇ食塩相当量 2.6 ｇ酢豚 ｴﾈﾙｷﾞｰ 451 kcalﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和えみそ汁ご飯 脂　質 14.9 ｇ食物繊維 2.3 ｇ食塩相当量 1.4 ｇ親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 454 kcalほうれん草ときのこのｿﾃｰオレンジみそ汁 脂　質 9.1 ｇ食物繊維 4.5 ｇ食塩相当量 1.9 ｇかじきの竜田揚げ ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcalマカロニサラダヨーグルトみそ汁 脂　質 15.7 ｇご飯 食物繊維 2.0 ｇ食塩相当量 1.5 ｇレバーのカレー炒め ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal大豆のサラダ豚汁ご飯 脂　質 17.5 ｇ食物繊維 4.3 ｇ食塩相当量 1.4 ｇハンバーグ ｴﾈﾙｷﾞｰ 452 kcalカリカリサラダみかん青菜スープ 脂　質 11.2 ｇロールパン 食物繊維 3.4 ｇ食塩相当量 2.7 ｇ炒り豆腐 ｴﾈﾙｷﾞｰ 474 kcalほうれん草のごま和えワインゼリーみそ汁 脂　質 13.7 ｇご飯 食物繊維 4.6 ｇ食塩相当量 1.8 ｇメンチカツ ｴﾈﾙｷﾞｰ 542 kcalコールスローサラダパイン缶みそ汁 脂　質 15.7 ｇご飯 食物繊維 3.3 ｇ食塩相当量 1.8 ｇ鶏手羽のサワー煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 433 kcalブロッコリーのお浸しみかんワンタンスープ 脂　質 9.1 ｇわかめご飯 食物繊維 3.2 ｇ食塩相当量 1.8 ｇけんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 485 kcalジャーマンポテトりんご 脂　質 13.5 ｇ食物繊維 5.2 ｇ食塩相当量 3.0 ｇさばのみそ煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 425 kcalほうれん草のいそべ和えオレンジみそ汁 脂　質 16.4 ｇご飯 食物繊維 2.3 ｇ食塩相当量 2.6 ｇ☆冬至メニュー☆ ｴﾈﾙｷﾞｰ 435 kcalひじきハンバーグかぼちゃの甘煮ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え 脂　質 13.0 ｇ豚汁 食物繊維 5.2 ｇご飯 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 19.0 ｇ／月月月月3333 じゃがいも／大豆油／とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／水稲穀粒(精白米) 鶏ひき肉／大豆(国産､ゆで）／ロースハム／ヨーグルト　脱脂加糖／わかめ／たまご／花かつお 玉葱／にんじん／レーズン／だいこん／きゅうり／葉ねぎ 牛乳せんべい麦茶ボーロ たんぱく質 19.5 ｇ／火火火火4444 上白糖／小麦粉（薄力粉）／サラダ油／糸こんにゃく／ごま(乾）白／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) ぶり／豚中型種外モモ(赤肉)／木綿豆腐／煮干し れんこん／にんじん／グリンピース(ゆで)／りんご／だいこん／ずいき 牛乳カステラ麦茶せんべい たんぱく質 18.5 ｇ／水水水水5555 糸こんにゃく／緑豆はるさめ／上白糖／サラダ油／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) 豚もも肉　　　（細切れ)／木綿豆腐／花かつお／油揚げ／煮干し にんじん／干し椎茸／ねぎ／ほうれんそう／だいずもやし／温州蜜柑(普通､生) 牛乳揚げパン麦茶クラッカー たんぱく質 16.0 ｇ／木木木木6666 サラダ油／とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／スパゲティー 豚中型種モモ(脂身付き)／粉チーズ／木綿豆腐／カットわかめ にんじん／玉葱／青ピーマン／マッシュルーム／キャベツ／きゅうり／えのきたけ 麦茶おいなり麦茶パイ菓子 たんぱく質 16.0 ｇ／金金金金7777 かたくり粉／サラダ油／上白糖／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) 豚モモ(赤肉)／花かつお／木綿豆腐／煮干し しょうが／にんじん／玉葱／生椎茸／青ピーマン／パインアップル(缶詰)／ブロッコリー／にら 牛乳クッキー麦茶ウエハース たんぱく質 20.7 ｇ／月月月月10101010 上白糖／有塩バター／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) 鶏若鶏肉モモ(皮なし)／たまご／ベーコン／木綿豆腐／煮干し にんじん／玉葱／グリンピース／生椎茸／ほうれんそう／ほんしめじ／オレンジ／なめこ／ねぎ ジョアせんべい麦茶ビスケット たんぱく質 23.3 ｇ／火火火火11111111 かたくり粉／大豆油／マカロニ／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) かじきまぐろ／ロースハム／ヨーグルト　脱脂加糖／木綿豆腐／煮干し しょうが／にんじん／きゅうり／玉葱／グリンピース／はくさい 牛乳豆腐団子麦茶せんべい たんぱく質 19.3 ｇ／水水水水12121212 サラダ油／上白糖／じゃがいも／さといも／糸こんにゃく／水稲穀粒(精白米) 鶏肝臓(生)／大豆(国産､ゆで）／ロースハム／豚ばら(脂身付)／油揚げ／木綿豆腐／煮干し にんにく(りん茎)／しょうが／にんじん／きゅうり／キャベツ／ミニトマト／ごぼう／だいこん／はくさい 牛乳りんご麦茶ウエハース たんぱく質 16.0 ｇ／木木木木13131313 サラダ油／パン粉(乾燥)／小麦粉（薄力粉）／三温糖／ロールパン 豚ひき肉／たまご／ｽｷﾑﾐﾙｸ／花かつお 玉葱／きゅうり／キャベツ／にんじん／温州蜜柑(普通､生)／こまつな／えのきたけ 麦茶ゆかりおにぎり麦茶おこし たんぱく質 18.6 ｇ／金金金金14141414 じゃがいも／サラダ油／上白糖／ごま(いり）黒／ワインゼリー／水稲穀粒(精白米) 木綿豆腐／豚ひき肉／いんげんまめ(ゆで）／干ひじき／たまご／煮干し ねぎ／にんじん／生椎茸／ほうれんそう／だいこん／チンゲンツァイ 牛乳ほしいも麦茶クラッカー たんぱく質 20.1 ｇ／月月月月17171717 大豆油／食パン／小麦粉（薄力粉）／パン粉(乾燥)／サラダ油／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) 豚ひき肉／脱脂粉乳／たまご／ロースハム／木綿豆腐／煮干し 玉葱／にんじん／キャベツ／きゅうり／パインアップル(缶詰)／はくさい ジョアせんべい麦茶ポップコーン たんぱく質 18.5 ｇ／火火火火18181818 上白糖／小麦粉（薄力粉）／水稲穀粒(精白米) 鶏成鶏肉手羽(皮付き)／豚ひき肉／わかめ ブロッコリー／温州蜜柑(普通､生)／にら／にんじん／ねぎ／きくらげ(乾) 麦茶お焼き麦茶ボーロ たんぱく質 16.5 ｇ／水水水水19191919 さといも／糸こんにゃく／じゃがいも／有塩バター／うどん(乾麺) 豚肩(赤肉)／油揚げ／煮干し／ベーコン ごぼう／だいこん／にんじん／ねぎ／はくさい／生椎茸／玉葱／グリンピース(ゆで)／りんご 牛乳ホットケーキ麦茶チーズ たんぱく質 20.2 ｇ／木木木木20202020 上白糖／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) まさば／刻みのり／木綿豆腐／煮干し しょうが／ほうれんそう／だいずもやし／オレンジ／にんじん／ずいき 牛乳フランクフルト麦茶せんべい（甘辛） たんぱく質 17.2 ｇ／金金金金21212121 かたくり粉／サラダ油／三温糖／上白糖／さといも／糸こんにゃく／水稲穀粒(精白米) 木綿豆腐／鶏ひき肉／干ひじき／花かつお／豚ばら(脂身付)／油揚げ／煮干し にんじん／玉葱／ごぼう／日本かぼちゃ／ブロッコリー／ねぎ／だいこん 牛乳バナナ麦茶クラッカー



平成30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☆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浸し 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ドライカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 472 kcalナムルミルクプリンみそ汁 脂　質 13.6 ｇ食物繊維 2.7 ｇ食塩相当量 1.6 ｇいりどり ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal小松菜のしらす和えみかんみそ汁 脂　質 10.5 ｇご飯 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 399 kcalきゅうりの中華和えバナナかぶのスープ 脂　質 7.8 ｇ食物繊維 3.9 ｇ食塩相当量 1.9 ｇｴﾈﾙｷﾞｰ 485 kcal※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。 脂　質 13.9 ｇ食物繊維 3.7 ｇ食塩相当量 2.0 ｇ
　♪　♪　♪　♪鍋鍋鍋鍋のいろいろのいろいろのいろいろのいろいろ　　＊よせ鍋　…　鍋に汁を入れ、野菜や魚介類など様々な材料を入れて煮込む鍋。　　　　　　　　　味付けとしては、塩、醤油、酒、味噌（赤出し、白みそ）などが一般的。　　＊水炊き　…　骨付き・皮付きの若鶏(わかどり)のぶつ切りを湯炊きし、ポン酢などのたれで食べるもの。　　　　　　　　　博多の名物料理。薄切りの牛肉や豚肉を用いるものにもいう。　　＊ちゃんこ鍋　…　鍋に野菜や魚・鶏肉などを入れて煮立て、つけ汁やポン酢で食べる力士料理。  　＊豆乳鍋　…　豆乳とダシを合わせ、調味したスープの中で肉や魚、野菜を煮ながら食べる鍋。　　　　　　　　　相性の良い具材が多く、豆乳が苦手な人もダシと合わせて鍋料理とすることでミルキィーな　　　　　　　　　味わいを楽しめる鍋。     ＊重ね鍋　…　野菜とお肉を交互に重ねる重ね鍋(ミルフィーユ鍋)。お肉とだしのうま味が野菜にしみ                  込みおいしさ倍増です。　　　　１２月２２日　冬至 　１２月３１日　そばの日（年越しそば）　１年で最も夜が長い日。「ん」のつくものを食べると運気が 　毎月末に江戸の商人が縁起物として、そばを食べていたことから上がるとされました。 毎月末が「そばの日」とされています。　かぼちゃ（なんきん）を食べると、風邪を引かないといわれて 　特に大晦日に縁起をかついで食べる年越しそばは、そばのようにいます。ゆず湯は香りが邪気を祓い、体を温めて風邪の予防に 細く長くと、長寿を願うという意味もあります。なるでしょう。　　☆クリスマスレシピ☆　　☆クリスマスレシピ☆　　☆クリスマスレシピ☆　　☆クリスマスレシピ☆　ローストチキン　～たまねぎ効果でやわらかいお肉に変身！～【材料】幼児２人分 【作り方】　鶏もも肉…８０ｇ ① たまねぎ、しょうが、にんにくはすりおろす。　油…適宜 ② ①にしょうゆ、みりんを加えて混ぜ合わせ、タレをつくり、　たまねぎ…1/6個 鶏もも肉を１時間以上漬ける。 　　　　　　しょうが…少々 ③ 鶏肉の水気をふき取り、油をしいたフライパンにのせ、　にんにく…少々 焦げないように、弱火～中火で焼く。　しょうゆ…小さじ2/3 ④ 残ったタレをフライパンに入れ、からめながら焼く。　みりん…少々

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 25.5 ｇ／火火火火25252525 とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／有塩バター／小麦粉（薄力粉）／パン粉(乾燥)／サラダ油／普通はるさめ(乾)／かたくり粉／水稲穀粒(精白米) 鶏成鶏肉ささ身／くるまえび(養殖)／たまご／木綿豆腐／花かつお にんじん／玉葱／グリンピース／ブロッコリー／チンゲンツァイ／きくらげ(乾) 麦茶ショートケーキ牛乳せんべい たんぱく質牛乳 たんぱく質 16.0 ｇ／ 甘納豆蒸しパン水水水水26262626 とうもろこし(冷凍）／無塩バター／ごま油／ミルクプリン／水稲穀粒(精白米) 豚ひき肉／木綿豆腐／煮干し にんじん／玉葱／青ピーマン／トマト缶詰(ジュース)／レーズン／ほうれんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／はくさい／チンゲンツァイ 麦茶パイ菓子 たんぱく質 18.6 ｇ／木木木木27272727 板こんにゃく／じゃがいも／上白糖／サラダ油／水稲穀粒(精白米) 鶏若鶏肉モモ(皮なし)／いんげんまめ(ゆで）／がごめこんぶ(素干し)／しらす干し(半乾燥品)／わかめ／木綿豆腐／煮干し にんじん／ごぼう／生椎茸／こまつな／温州蜜柑(普通､生)／ねぎ 牛乳大学芋ヨーグルト 11.3 ｇ金金金金28282828 サラダ油／上白糖／ごま油／ごま(すり）白／とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／蒸し中華めん 豚モモ(脂身付き)／あおのり／ロースハム にんじん／生椎茸／キャベツ／青ピーマン／玉葱／ほうれんそう／きゅうり／だいずもやし／バナナ／かぶ／こまつな／ きになる野菜せんべい麦茶ウエハース たんぱく質たんぱく質
 冬には身体を温めてくれる「なべ料理」が美味しい季節です。なべ料理は野菜がたっぷりとれる嬉しい料理法です。 冬の時期は空気が乾燥して風邪など流行しやすくなります。冬の野菜は皮膚や目、喉などの粘膜を丈夫にするビタミンＡや、風邪などに対する抵抗力を高めてくれるビタミンＣを多く含んでいます。野菜には独特の苦みや酸味を含むものがあるので、子どもには苦手な食品とも言われていますが「いつかは食べられるようになる！」と思って「いつも野菜のある食卓」を心がけましょう。

18.5 ｇ1日あたりの平均
　　　　　　 冬　野 　菜 　で  体  を  あ  た  た  め  よ  う ！!

＜一口メモ＞すりおろしたたまねぎに鶏肉を漬け込むことで、お肉が柔らかくなります。オーブンだと200℃で20～25分程度、様子を見ながら焼きましょう。



平成30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ぶりの照り焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 526 kcalレンコンのきんぴらりんごみそ汁 脂　質 22.7 ｇご飯 食物繊維 3.0 ｇ食塩相当量 2.1 ｇすきやき風煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 487 kcalほうれん草のおひたしみかんみそ汁 脂　質 19.0 ｇご飯 食物繊維 5.9 ｇ食塩相当量 2.6 ｇスパゲティナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 473 kcalコーンサラダりんごゼリーえのきスープ 脂　質 14.8 ｇ食物繊維 5.2 ｇ食塩相当量 3.4 ｇ酢豚 ｴﾈﾙｷﾞｰ 452 kcalﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和えみそ汁ご飯 脂　質 20.2 ｇ食物繊維 3.0 ｇ食塩相当量 1.8 ｇ親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 388 kcalほうれん草ときのこのｿﾃｰオレンジみそ汁 脂　質 9.9 ｇ食物繊維 5.0 ｇ食塩相当量 2.5 ｇかじきの竜田揚げ ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcalマカロニサラダヨーグルトみそ汁 脂　質 22.1 ｇご飯 食物繊維 2.5 ｇ食塩相当量 1.6 ｇレバーのカレー炒め ｴﾈﾙｷﾞｰ 453 kcal大豆のサラダ豚汁ご飯 脂　質 22.8 ｇ食物繊維 5.3 ｇ食塩相当量 1.8 ｇハンバーグ ｴﾈﾙｷﾞｰ 402 kcalカリカリサラダみかん青菜スープ 脂　質 10.4 ｇロールパン 食物繊維 3.3 ｇ食塩相当量 2.8 ｇ炒り豆腐 ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcalほうれん草のごま和えワインゼリーみそ汁 脂　質 18.4 ｇご飯 食物繊維 5.4 ｇ食塩相当量 2.2 ｇメンチカツ ｴﾈﾙｷﾞｰ 487 kcalコールスローサラダパイン缶みそ汁 脂　質 16.5 ｇご飯 食物繊維 2.6 ｇ食塩相当量 2.3 ｇ鶏手羽のサワー煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 338 kcalブロッコリーのお浸しみかんワンタンスープ 脂　質 9.9 ｇわかめご飯 食物繊維 3.6 ｇ食塩相当量 1.9 ｇけんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcalジャーマンポテトりんご 脂　質 18.2 ｇ食物繊維 5.7 ｇ食塩相当量 2.0 ｇさばのみそ煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 420 kcalほうれん草のいそべ和えオレンジみそ汁 脂　質 23.1 ｇご飯 食物繊維 2.6 ｇ食塩相当量 3.3 ｇ☆冬至メニュー☆ ｴﾈﾙｷﾞｰ 447 kcalひじきハンバーグかぼちゃの甘煮ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え 脂　質 17.5 ｇ豚汁 食物繊維 6.7 ｇご飯 食塩相当量 2.2 ｇ

No.1日／曜 献  立  名

材　  　料　　  名

お や つ 栄  養  価熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの たんぱく質 23.2 ｇ／月月月月3333 じゃがいも／大豆油／とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／水稲穀粒(精白米) 鶏ひき肉／大豆(国産､ゆで）／ロースハム／ヨーグルト　脱脂加糖／わかめ／たまご／花かつお 玉葱／にんじん／レーズン／だいこん／きゅうり／葉ねぎ 牛乳せんべい たんぱく質 24.2 ｇ／火火火火4444 上白糖／小麦粉（薄力粉）／サラダ油／糸こんにゃく／ごま(乾）白／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) ぶり／豚中型種外モモ(赤肉)／木綿豆腐／煮干し れんこん／にんじん／グリンピース(ゆで)／りんご／だいこん／ずいき 牛乳カステラ たんぱく質 22.8 ｇ／水水水水5555 糸こんにゃく／緑豆はるさめ／上白糖／サラダ油／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) 豚もも肉　　　（細切れ)／木綿豆腐／花かつお／油揚げ／煮干し にんじん／干し椎茸／ねぎ／ほうれんそう／だいずもやし／温州蜜柑(普通､生) 牛乳揚げパン たんぱく質 14.0 ｇ／木木木木6666 サラダ油／とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／スパゲティー 豚中型種モモ(脂身付き)／粉チーズ／木綿豆腐／カットわかめ にんじん／玉葱／青ピーマン／マッシュルーム／キャベツ／きゅうり／えのきたけ 麦茶おいなり たんぱく質 20.2 ｇ／金金金金7777 かたくり粉／サラダ油／上白糖／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) 豚モモ(赤肉)／花かつお／木綿豆腐／煮干し しょうが／にんじん／玉葱／生椎茸／青ピーマン／パインアップル(缶詰)／ブロッコリー／にら 牛乳クッキー たんぱく質 22.8 ｇ／月月月月10101010 上白糖／有塩バター／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) 鶏若鶏肉モモ(皮なし)／たまご／ベーコン／木綿豆腐／煮干し にんじん／玉葱／グリンピース／生椎茸／ほうれんそう／ほんしめじ／オレンジ／なめこ／ねぎ ジョアせんべい たんぱく質 28.3 ｇ／火火火火11111111 かたくり粉／大豆油／マカロニ／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) かじきまぐろ／ロースハム／ヨーグルト　脱脂加糖／木綿豆腐／煮干し しょうが／にんじん／きゅうり／玉葱／グリンピース／はくさい 牛乳豆腐団子 たんぱく質 23.6 ｇ／水水水水12121212 サラダ油／上白糖／じゃがいも／さといも／糸こんにゃく／水稲穀粒(精白米) 鶏肝臓(生)／大豆(国産､ゆで）／ロースハム／豚ばら(脂身付)／油揚げ／木綿豆腐／煮干し にんにく(りん茎)／しょうが／にんじん／きゅうり／キャベツ／ミニトマト／ごぼう／だいこん／はくさい 牛乳りんご たんぱく質 15.5 ｇ／木木木木13131313 サラダ油／パン粉(乾燥)／小麦粉（薄力粉）／三温糖／ロールパン 豚ひき肉／たまご／ｽｷﾑﾐﾙｸ／花かつお 玉葱／きゅうり／キャベツ／にんじん／温州蜜柑(普通､生)／こまつな／えのきたけ 麦茶ゆかりおにぎり たんぱく質 23.0 ｇ／金金金金14141414 じゃがいも／サラダ油／上白糖／ごま(いり）黒／ワインゼリー／水稲穀粒(精白米) 木綿豆腐／豚ひき肉／いんげんまめ(ゆで）／干ひじき／たまご／煮干し ねぎ／にんじん／生椎茸／ほうれんそう／だいこん／チンゲンツァイ 牛乳ほしいも たんぱく質 21.3 ｇ／月月月月17171717 大豆油／食パン／小麦粉（薄力粉）／パン粉(乾燥)／サラダ油／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) 豚ひき肉／脱脂粉乳／たまご／ロースハム／木綿豆腐／煮干し 玉葱／にんじん／キャベツ／きゅうり／パインアップル(缶詰)／はくさい ジョアせんべい たんぱく質 18.6 ｇ／火火火火18181818 上白糖／小麦粉（薄力粉）／水稲穀粒(精白米) 鶏成鶏肉手羽(皮付き)／豚ひき肉／わかめ ブロッコリー／温州蜜柑(普通､生)／にら／にんじん／ねぎ／きくらげ(乾) 麦茶お焼き たんぱく質 19.0 ｇ／水水水水19191919 さといも／糸こんにゃく／じゃがいも／有塩バター／うどん(乾麺) 豚肩(赤肉)／油揚げ／煮干し／ベーコン ごぼう／だいこん／にんじん／ねぎ／はくさい／生椎茸／玉葱／グリンピース(ゆで)／りんご 牛乳ホットケーキ たんぱく質 24.8 ｇ／木木木木20202020 上白糖／じゃがいも／水稲穀粒(精白米) まさば／刻みのり／木綿豆腐／煮干し しょうが／ほうれんそう／だいずもやし／オレンジ／にんじん／ずいき 牛乳フランクフルト たんぱく質 21.9 ｇ／金金金金21212121 かたくり粉／サラダ油／三温糖／上白糖／さといも／糸こんにゃく／水稲穀粒(精白米) 木綿豆腐／鶏ひき肉／干ひじき／花かつお／豚ばら(脂身付)／油揚げ／煮干し にんじん／玉葱／ごぼう／日本かぼちゃ／ブロッコリー／ねぎ／だいこん 牛乳バナナ



平成30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☆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浸し 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ドライカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcalナムルミルクプリンみそ汁 脂　質 18.1 ｇ食物繊維 3.4 ｇ食塩相当量 2.2 ｇいりどり ｴﾈﾙｷﾞｰ 462 kcal小松菜のしらす和えみかんみそ汁 脂　質 15.6 ｇご飯 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 347 kcalきゅうりの中華和えバナナかぶのスープ 脂　質 7.3 ｇ食物繊維 3.8 ｇ食塩相当量 2.1 ｇｴﾈﾙｷﾞｰ 461 kcal※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。 脂　質 17.3 ｇ食物繊維 4.3 ｇ食塩相当量 2.3 ｇ
　♪　♪　♪　♪鍋鍋鍋鍋のいろいろのいろいろのいろいろのいろいろ　　＊よせ鍋　…　鍋に汁を入れ、野菜や魚介類など様々な材料を入れて煮込む鍋。　　　　　　　　　味付けとしては、塩、醤油、酒、味噌（赤出し、白みそ）などが一般的。　　＊水炊き　…　骨付き・皮付きの若鶏(わかどり)のぶつ切りを湯炊きし、ポン酢などのたれで食べるもの。　　　　　　　　　博多の名物料理。薄切りの牛肉や豚肉を用いるものにもいう。　　＊ちゃんこ鍋　…　鍋に野菜や魚・鶏肉などを入れて煮立て、つけ汁やポン酢で食べる力士料理。  　＊豆乳鍋　…　豆乳とダシを合わせ、調味したスープの中で肉や魚、野菜を煮ながら食べる鍋。　　　　　　　　　相性の良い具材が多く、豆乳が苦手な人もダシと合わせて鍋料理とすることでミルキィーな　　　　　　　　　味わいを楽しめる鍋。     ＊重ね鍋　…　野菜とお肉を交互に重ねる重ね鍋(ミルフィーユ鍋)。お肉とだしのうま味が野菜にしみ                  込みおいしさ倍増です。　　　　１２月２２日　冬至 　１２月３１日　そばの日（年越しそば）　１年で最も夜が長い日。「ん」のつくものを食べると運気が 　毎月末に江戸の商人が縁起物として、そばを食べていたことから上がるとされました。 毎月末が「そばの日」とされています。　かぼちゃ（なんきん）を食べると、風邪を引かないといわれて 　特に大晦日に縁起をかついで食べる年越しそばは、そばのようにいます。ゆず湯は香りが邪気を祓い、体を温めて風邪の予防に 細く長くと、長寿を願うという意味もあります。なるでしょう。　　☆クリスマスレシピ☆　　☆クリスマスレシピ☆　　☆クリスマスレシピ☆　　☆クリスマスレシピ☆　ローストチキン　～たまねぎ効果でやわらかいお肉に変身！～【材料】幼児２人分 【作り方】　鶏もも肉…８０ｇ ① たまねぎ、しょうが、にんにくはすりおろす。　油…適宜 ② ①にしょうゆ、みりんを加えて混ぜ合わせ、タレをつくり、　たまねぎ…1/6個 鶏もも肉を１時間以上漬ける。 　　　　　　しょうが…少々 ③ 鶏肉の水気をふき取り、油をしいたフライパンにのせ、　にんにく…少々 焦げないように、弱火～中火で焼く。　しょうゆ…小さじ2/3 ④ 残ったタレをフライパンに入れ、からめながら焼く。　みりん…少々

24.7 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火火火火25252525 とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／有塩バター／小麦粉（薄力粉）／パン粉(乾燥)／サラダ油／普通はるさめ(乾)／かたくり粉／水稲穀粒(精白米) 鶏成鶏肉ささ身／くるまえび(養殖)／たまご／木綿豆腐／花かつお にんじん／玉葱／グリンピース／ブロッコリー／チンゲンツァイ／きくらげ(乾) 麦茶ショートケーキ たんぱく質牛乳 たんぱく質 20.1 ｇ／ 甘納豆蒸しパン水水水水26262626 とうもろこし(冷凍）／無塩バター／ごま油／ミルクプリン／水稲穀粒(精白米) 豚ひき肉／木綿豆腐／煮干し にんじん／玉葱／青ピーマン／トマト缶詰(ジュース)／レーズン／ほうれんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／はくさい／チンゲンツァイ たんぱく質 18.8 ｇ／木木木木27272727 板こんにゃく／じゃがいも／上白糖／サラダ油／水稲穀粒(精白米) 鶏若鶏肉モモ(皮なし)／いんげんまめ(ゆで）／がごめこんぶ(素干し)／しらす干し(半乾燥品)／わかめ／木綿豆腐／煮干し にんじん／ごぼう／生椎茸／こまつな／温州蜜柑(普通､生)／ねぎ 牛乳大学芋 10.6 ｇ／金金金金28282828 サラダ油／上白糖／ごま油／ごま(すり）白／とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／蒸し中華めん 豚モモ(脂身付き)／あおのり／ロースハム にんじん／生椎茸／キャベツ／青ピーマン／玉葱／ほうれんそう／きゅうり／だいずもやし／バナナ／かぶ／こまつな きになる野菜せんべい たんぱく質たんぱく質※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。
 冬には身体を温めてくれる「なべ料理」が美味しい季節です。なべ料理は野菜がたっぷりとれる嬉しい料理法です。 冬の時期は空気が乾燥して風邪など流行しやすくなります。冬の野菜は皮膚や目、喉などの粘膜を丈夫にするビタミンＡや、風邪などに対する抵抗力を高めてくれるビタミンＣを多く含んでいます。野菜には独特の苦みや酸味を含むものがあるので、子どもには苦手な食品とも言われていますが「いつかは食べられるようになる！」と思って「いつも野菜のある食卓」を心がけましょう。

20.9 ｇ1日あたりの平均
　　　　　　 冬　野 　菜 　で  体  を  あ  た  た  め  よ  う ！!

＜一口メモ＞すりおろしたたまねぎに鶏肉を漬け込むことで、お肉が柔らかくなります。オーブンだと200℃で20～25分程



 【西保育園 】 【西保育園 】 【西保育園 】 【西保育園 】

1 12 5 給食丸ごと － 不検出2 12 7 給食丸ごと － 不検出3 12 12 給食丸ごと － 不検出4 12 13 給食丸ごと － 不検出5 12 17 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



Ｈ３０年１２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・主食・汁、スープ類 Aм飲み物・主菜 Aмおやつ・副菜 Pм飲み物・デザート Pмおやつ黄 赤 緑力や熱になる 血や筋肉に　 体の調子を　　　　なる　　 　　　整える3 4 5 6　　年少組希望メニュー ７　成道会・３～５歳お弁当の日りんごジャムサンド 麦茶・たべっこ ごはん 牛乳 ごはん 麦茶 のりたまふりかけごはん ココア ごはん・乳粥 麦茶クリームシチュー 動物ベイビー 中華スープ 源氏パイ 豚汁 ふんわりえびあげ かぼちゃ入り五目みそ汁 クラッカー すまし汁 １歳からのブロッコリーのサラダ カルピス 肉団子 麦茶 白身魚のムニエル 野菜ジュース 鶏肉のから揚げ オレンジジュース 豚肉の炒め物 　サッポロポテト星ポテト カルシウム もやしの中華和え ☆さつま芋入り 水菜のサラダ ☆じゃが芋 ポテトサラダ プチシュー キャベツとツナの和え物 牛乳みかん 　　せんべい キウイ 　おにぎり バナナ 　　ボーロ みかん りんご ☆星型パイ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑バターロール 〇カルピス みかん、玉ねぎ 米、〇米 ◎牛乳 キウイ、もやし 米、しらたき かれい、豚挽肉 〇野菜J,もやし 米、じゃが芋 みかん、コーン缶 米 〇牛乳 キャベツ、りんごじゃが芋 鶏肉 人参、キャベツ 〇さつま芋 豚挽肉 えのき、人参 〇じゃが芋 みそ、かにかま バナナ、大根 マヨネーズ、油 鶏肉、ハム きゅうり、ねぎ 〇パイ生地 豚肉、牛乳 玉ねぎ、えのき油 牛乳 ブロッコリー 片栗粉 ちくわ ねぎ、玉ねぎ 〇片栗粉 人参、水菜 片栗粉 油揚げ かぼちゃ、玉ねぎ 〇グラニュー糖 ツナ缶 人参、小松菜ごま コーン缶 砂糖、ごま油 小松菜、わかめ 砂糖、里芋 〇粉チーズ ねぎ、ごぼう のりたまふりかけ みそ 〇オレンジJ 焼き肉のたれ 油揚げ しめじ、きゅうりフライドポテト りんごジャム 小麦粉 〇スキムミルク パセリ粉 ◎ココア ◎牛乳 ごぼう、人参 〇砂糖 ピーマンシチュールウ ほうれん草 〇ごま ごま、バター 〇青のり にんにく、生姜補ってほしい食品　魚介類 補ってほしい食品　大豆製品類 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　海藻類10　　にこにこ給食 11 12 13 14　　３～５歳お弁当の日納豆ごはん 牛乳 ごはん 麦茶 カレーライス オレンジジュース 芋煮温麺 牛乳 ごはん ぶどうジュース青菜のみそ汁 ごまビスケット 切り干し大根のみそ汁 薄焼きせんべい 白菜スープ おっとっと かぼちゃの甘煮 英字ビスケット じゃが芋のみそ汁 アンパンマン鮭の照り焼き 麦茶 鶏肉のつけ焼き 野菜ジュース 春雨サラダ 牛乳 キャベツの和え物 麦茶 ハンバーグ せんべいじゃが芋のきんぴら かりんとう さつま芋のサラダ ☆手作りクッキー りんご ☆マドレーヌ バナナ ☆鮭おにぎり マカロニサラダ ココアキウイ みかん オレンジ ウエハース黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、じゃが芋 鮭、納豆、豆腐 キウイ 米、さつま芋 鶏肉 みかん、玉ねぎ 米、じゃが芋 〇牛乳 りんご、玉ねぎ そうめん、里芋 牛肉、ちくわ バナナ、かぼちゃ 米、じゃが芋 〇牛乳、みそ ケチャップ砂糖、ごま油 みそ、◎牛乳 かぶ、かぶの葉 片栗粉、〇バター 人参、きゅうり 〇バター、〇砂糖 〇卵 人参、白菜、ねぎ こんにゃく ○鮭フレーク キャベツ、人参 マカロニ 牛乳、ハム オレンジごま 人参、ごぼう 〇ホットケーキ粉 みそ、ハム 切り干し大根 〇ホットケーキ粉 豚挽肉 えのき、きゅうり 砂糖、〇米 ◎牛乳 大根、舞茸 マヨネーズ 卵、豚挽肉 玉ねぎ、人参〇ごま、○小麦粉 油揚げ 〇野菜J カレールウ かにかま ◎オレンジJ 〇ごま、ごま ごぼう、ねぎ パン粉、片栗粉 きゅうり、わかめ焼き肉のたれ、○砂糖、マヨネーズ 〇青のり マロニー、片栗粉、油、砂糖、ごま油 生姜、しめじ 砂糖、〇ココア ◎ぶどうJ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　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　きのこ類



Ｈ３０年１２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17 18 19　　郷　土　料　理 20 ２１　３～5歳お弁当の日ナポリタン 鉄入り牛乳 ごはん りんごジュース 二色どんぶり はと麦茶 ゆかりごはん カルピス ごはん 飲むヨーグルトコーンスープ 源氏パイ わかめのみそ汁 １歳からの お麩の澄まし汁 えびせんべい 豚汁 クラッカー もやしのみそ汁 プチせんべい三色サラダ カルピス 豚肉のすき焼き風煮 サッポロポテト ほうれん草と油揚げの 麦茶 ほっけの塩焼き 牛乳 コロッケ はと麦茶・ぱりんこさつま芋の甘煮 カルシウム キャベツの浅漬け 牛乳 　　　　　　　　　　お浸し ☆そうめん 小松菜ともやしの和え物 ☆スイート キャベツのサラダ ☆かぼちゃのりんご 　せんべい バナナ ☆黒糖蒸しパン みそかんぷら、みかん 　団子汁 キウイ 　ポテト りんご いとこ煮黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑スパゲティー 鉄入り牛乳 りんご 米、しらたき 〇牛乳、豚肉 バナナ、玉ねぎ 米、じゃが芋 鶏挽肉、卵 みかん、ねぎ 米、しらたき ◎カルピス キウイ じゃが芋、米 合挽肉 りんご、もやしさつま芋、砂糖 〇カルピス 玉ねぎ、もやし 砂糖 焼き豆腐 人参、白菜 〇そうめん 〇鶏肉 もやし、人参 砂糖、里芋 ほっけ、豚挽肉 もやし、大根 パン粉、小麦粉 〇ゆであずき缶 玉ねぎ、キャベツ和風ドレッシング ベーコン クリームコーン缶 〇ホットケーキ粉 〇豆乳、みそ ねぎ 〇片栗粉 みそ、油揚げ ほうれん草 〇さつま芋 みそ、かにかま 人参、小松菜 マヨネーズ 卵、みそ 〇かぼちゃ、大根コーンスープの素 ◎鉄入り牛乳 人参、ピーマン 〇黒砂糖 小松菜、わかめ、キャベツ、きゅうり 砂糖、油、麩 えのき、生姜 〇砂糖 〇卵、豆腐 ねぎ、ごぼう 〇砂糖 ベーコン 人参、コーン缶ほうれん草、ケチャップ、パセリ粉 ◎りんごJ 〇ねぎ、○えのき、○人参 〇牛乳 ゆかり ◎飲むヨーグルト ひじき、わかめ補ってほしい食品　大豆製品類 補ってほしい食品　魚介類 補ってほしい食品　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24　　振　替　休　日 25 26 27 28中華丼 麦茶 ごはん ぶどうジュース ごはん 牛乳 野菜ふりかけごはん 野菜ジュース卵スープ たべっこ動物 五目汁 星食べよ 切り干し大根のみそ汁 １歳からの わかめのスープ カルシウムもやしのナムル ベイビー タンドリーチキン コーンスープ 卵と豆腐の甘酢あんかけ かっぱえびせん マカロニグラタン せんべいみかん 牛乳 ポテトサラダ ☆肉まん風 ブロッコリーのごま和え 麦茶 キャベツのサラダ 牛乳かりんとう バナナ 　蒸しパン りんご ☆大学芋 オレンジ ロールケーキ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、ごま油 〇牛乳 みかん、にら 米、じゃが芋 〇鉄入り牛乳 バナナ、○にら 米、砂糖 卵、豆腐 りんご 米、マカロニ 〇牛乳、牛乳 オレンジ片栗粉、砂糖 豚肉、卵 白菜、もやし 〇ホットケーキ粉 ヨーグルト、ハム きゅうり、大根 片栗粉 油揚げ、みそ 切り干し大根 パン粉 鶏肉、ツナ缶 キャベツごま 人参、小松菜、たけのこ、椎茸、ねぎ カレー粉 みそ、油揚げ ごぼう、人参 〇さつま芋 ◎牛乳 玉ねぎ、人参 ホワイトルウ 粉チーズ 玉ねぎ、白菜きくらげ、生姜、にんにく マヨネーズ、砂糖 〇豚挽肉、鶏肉 ほうれん草 〇砂糖、〇油 椎茸、生姜 野菜ふりかけ 人参、しめじ〇焼き肉のたれ にんにく、◎ぶどうＪ、ケチャップ 〇ごま にんにく きゅうり、わかめ〇コーンスープの素、○小麦粉 〇パセリ粉 すりごま ブロッコリー、ケチャップ ◎野菜J,パセリ粉補ってほしい食品　魚介類 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　大豆製品類※お昼の１食分とおやつを合わせた目標値と平均値です。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　４６０Ｋｃａｌ たんぱく質　１４．８ｇ 脂質　１３．０ 塩分　１．７ｇ カルシウム　２０６ｍｇ※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。 ※☆がついたおやつは手作りです。※園での給食（おやつを含む）では栄養がたりません。 ※園では、給食の放射能検査を行っています。 　必ず朝食を食べてから登園しましょう。冬至：冬至：冬至：冬至：今年の冬至は、１２月２２日（土）です。 ＜成道会＞＜成道会＞＜成道会＞＜成道会＞ お休みのため、給食では前日の金曜日のおやつに「かぼちゃのいとこ煮」を提供します。 　ののさまがお悟りをひらいた日です。今年は、１２月８日（土）のため、　　　昔から冬至にかぼちゃを食べる風習がありました。緑黄色野菜が少ない冬にカロテンや　　　　　前日の７日（金）のお昼に乳粥を提供します。のの様の修行で弱ったビタミンを多く含むかぼちゃを食べることで、風邪などの抵抗力を付けようとした先人の知 体を癒し元気になられた食べ物です。みんなで味わいたいと思います。恵だそうですが、とても理にかなった食べ物ですね。その他にも、冬至に「ん」の付くものを食べる事で幸運が得られるという伝えや寿命が長く病気にも強いゆずの木にならいゆず湯に入り無病息災を祈る風習があります。ぜひ、ご家庭でもかぼちゃやゆず湯をためし元気に冬を乗り切りましょう！



Ｈ３０年１２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・主食・汁、スープ類・主菜・副菜 Pм飲み物・デザート Pмおやつ黄 赤 緑力や熱になる 血や筋肉に　 体の調子を　　　　なる　　 　　　整える3 4 5 6　　年少組希望メニュー ７　成道会・３～５歳お弁当の日りんごジャムサンド ごはん ごはん のりたまふりかけごはん 乳粥クリームシチュー 中華スープ 豚汁 かぼちゃ入り五目みそ汁ブロッコリーのサラダ カルピス 肉団子 麦茶 白身魚のムニエル 野菜ジュース 鶏肉のから揚げ オレンジジュース星ポテト カルシウム もやしの中華和え ☆さつま芋入り 水菜のサラダ ☆じゃが芋 ポテトサラダ プチシュー 牛乳みかん 　　せんべい キウイ 　おにぎり バナナ 　　ボーロ みかん ☆星型パイ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑バターロール 〇カルピス みかん、玉ねぎ 米、〇米 キウイ、もやし 米、しらたき かれい、豚挽肉 〇野菜J,もやし 米、じゃが芋 みかん、コーン缶 米 〇牛乳、牛乳じゃが芋 鶏肉 人参、キャベツ 〇さつま芋 豚挽肉 えのき、人参 〇じゃが芋 みそ、かにかま バナナ、大根 マヨネーズ、油 鶏肉、ハム きゅうり、ねぎ 〇パイ生地油 牛乳 ブロッコリー 片栗粉 ちくわ ねぎ、玉ねぎ 〇片栗粉 人参、水菜 片栗粉 油揚げ かぼちゃ、玉ねぎ 〇グラニュー糖ごま コーン缶 砂糖、ごま油 小松菜、わかめ 砂糖、里芋 〇粉チーズ ねぎ、ごぼう のりたまふりかけ みそ 〇オレンジJフライドポテト りんごジャム 小麦粉 〇スキムミルク パセリ粉 ごぼう、人参 〇砂糖シチュールウ ほうれん草 〇ごま ごま、バター 〇青のり にんにく、生姜補ってほしい食品　魚介類 補ってほしい食品　大豆製品類 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　海藻類10　　にこにこ給食 11 12 13 14　　３～５歳お弁当の日納豆ごはん ごはん カレーライス 芋煮温麺青菜のみそ汁 切り干し大根のみそ汁 白菜スープ かぼちゃの甘煮 ココア鮭の照り焼き 麦茶 鶏肉のつけ焼き 野菜ジュース 春雨サラダ 牛乳 キャベツの和え物 麦茶 ウエハースじゃが芋のきんぴら かりんとう さつま芋のサラダ ☆手作りクッキー りんご ☆マドレーヌ バナナ ☆鮭おにぎり アンパンマンキウイ みかん 　　　　せんべい黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、じゃが芋 鮭、納豆、豆腐 キウイ 米、さつま芋 鶏肉 みかん、玉ねぎ 米、じゃが芋 〇牛乳 りんご、玉ねぎ そうめん、里芋 牛肉、ちくわ バナナ、かぼちゃ 〇牛乳砂糖、ごま油 みそ かぶ、かぶの葉 片栗粉、〇バター 人参、きゅうり 〇バター、〇砂糖 〇卵 人参、白菜、ねぎ こんにゃく ○鮭フレーク キャベツ、人参ごま 人参、ごぼう 〇ホットケーキ粉 みそ、ハム 切り干し大根 〇ホットケーキ粉 豚挽肉 えのき、きゅうり 砂糖、〇米 大根、舞茸〇ごま、○小麦粉 油揚げ 〇野菜J カレールウ かにかま 〇ごま、ごま ごぼう、ねぎ焼き肉のたれ、○砂糖、マヨネーズ 〇青のり マロニー、片栗粉、油、砂糖、ごま油 生姜、しめじ 〇ココア補ってほしい食品　きのこ類 補ってほしい食品　きのこ類 補ってほしい食品　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　きのこ類



Ｈ３０年１２月の献立表（３～５才）
○午後のおやつ材料月 火 水 木 金17 18 19　　郷　土　料　理 20 ２１　３～5歳お弁当の日ナポリタン ごはん 二色どんぶり ゆかりごはんコーンスープ わかめのみそ汁 お麩の澄まし汁 豚汁三色サラダ カルピス 豚肉のすき焼き風煮 ほうれん草と油揚げの 麦茶 ほっけの塩焼き 牛乳 ほうじ茶・ぱりんこさつま芋の甘煮 カルシウム キャベツの浅漬け 牛乳 　　　　　　　　　　お浸し ☆そうめん 小松菜ともやしの和え物 ☆スイート ☆かぼちゃのりんご 　せんべい バナナ ☆黒糖蒸しパン みそかんぷら、みかん 　団子汁 キウイ 　ポテト いとこ煮黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑スパゲティー 鉄入り牛乳 りんご 米、しらたき 〇牛乳、豚肉 バナナ、玉ねぎ 米、じゃが芋 鶏挽肉、卵 みかん、ねぎ 米、しらたき キウイさつま芋、砂糖 〇カルピス 玉ねぎ、もやし 砂糖 焼き豆腐 人参、白菜 〇そうめん 〇鶏肉 もやし、人参 砂糖、里芋 ほっけ、豚挽肉 もやし、大根 〇ゆであずき缶和風ドレッシング ベーコン クリームコーン缶 〇ホットケーキ粉 〇豆乳、みそ ねぎ 〇片栗粉 みそ、油揚げ ほうれん草 〇さつま芋 みそ、かにかま 人参、小松菜 〇かぼちゃコーンスープの素 人参、ピーマン 〇黒砂糖 小松菜、わかめ、キャベツ、きゅうり 砂糖、油、麩 えのき、生姜 〇砂糖 〇卵、豆腐 ねぎ、ごぼう 〇砂糖ほうれん草、ケチャップ、パセリ粉 〇ねぎ、○えのき、○人参 〇牛乳 ゆか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　魚介類 補ってほしい食品　きのこ類 補ってほしい食品　24　　振　替　休　日 25 26 27 28中華丼 ごはん ごはん 野菜ふりかけごはん卵スープ 五目汁 切り干し大根のみそ汁 わかめのスープもやしのナムル タンドリーチキン コーンスープ 卵と豆腐の甘酢あんかけ マカロニグラタンみかん 牛乳 ポテトサラダ ☆肉まん風 ブロッコリーのごま和え 麦茶 キャベツのサラダ 牛乳かりんとう バナナ 　蒸しパン りんご ☆大学芋 オレンジ ロールケーキ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、ごま油 〇牛乳 みかん、にら 米、じゃが芋 〇鉄入り牛乳 バナナ、○にら 米、砂糖 卵、豆腐 りんご 米、マカロニ 〇牛乳、牛乳 オレンジ片栗粉、砂糖 豚肉、卵 白菜、もやし 〇ホットケーキ粉 ヨーグルト、ハム きゅうり、大根 片栗粉 油揚げ、みそ 切り干し大根 パン粉 鶏肉、ツナ缶 キャベツごま 人参、小松菜、たけのこ、椎茸、ねぎ カレー粉 みそ、油揚げ ごぼう、人参 〇さつま芋 玉ねぎ、人参 ホワイトルウ 粉チーズ 玉ねぎ、白菜きくらげ、生姜、にんにく マヨネーズ、砂糖 〇豚挽肉、鶏肉 ほうれん草 〇砂糖、〇油 椎茸、生姜 野菜ふりかけ 人参、しめじ〇焼き肉のたれ にんにく、ケチャップ 〇ごま にんにく きゅうり、わかめ〇コーンスープの素、○小麦粉 〇パセリ粉 すりごま ブロッコリー、ケチャップ パセリ粉補ってほしい食品　魚介類 補ってほしい食品　魚介類 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　５３８Ｋｃａｌ たんぱく質　１８．５ｇ 脂質　１４．８」ｇ 塩分　２．２ｇ カルシウム　２０１ｍｇ※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。 ※☆がついたおやつは手作りです。※園での給食（おやつを含む）では栄養がたりません。 ※園では、給食の放射能検査を行っています。 　必ず朝食を食べてから登園しましょう。冬至：冬至：冬至：冬至：今年の冬至は、１２月２２日（土）です。 ＜成道会＞＜成道会＞＜成道会＞＜成道会＞ お休みのため、給食では前日の金曜日のおやつに「かぼちゃのいとこ煮」を提供します。 　ののさまがお悟りをひらいた日です。今年は、１２月８日（土）のため、　　　昔から冬至にかぼちゃを食べる風習がありました。緑黄色野菜が少ない冬にカロテンや　　　　　前日の７日（金）のお昼に乳粥を提供します。のの様の修行で弱ったビタミンを多く含むかぼちゃを食べることで、風邪などの抵抗力を付けようとした先人の知 体を癒し元気になられた食べ物です。みんなで味わいたいと思います。恵だそうですが、とても理にかなった食べ物ですね。その他にも、冬至に「ん」の付くものを食べる事で幸運が得られるという伝えや寿命が長く病気にも強いゆずの木にならいゆず湯に入り無病息災を祈る風習があります。ぜひ、ご家庭でもかぼちゃやゆず湯をためし元気に冬を乗り切りましょう！



 【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 3 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 10 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 17 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 25 給食丸ごと － 不検出17 12 26 給食丸ごと － 不検出18 12 27 給食丸ごと － 不検出19 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 牛乳 郡山市 不検出3 12 3 給食丸ごと － 不検出4 12 3 木綿豆腐 群馬県 不検出5 12 4 給食丸ごと － 不検出6 12 4 オレンジ オーストラリア 不検出7 12 5 給食丸ごと － 不検出8 12 5 牛乳 郡山市 不検出9 12 6 給食丸ごと － 不検出10 12 6 グレープフルーツ 南アフリカ 不検出11 12 7 給食丸ごと － 不検出12 12 7 キャベツ 千葉県 不検出13 12 8 給食丸ごと － 不検出14 12 8 牛乳 郡山市 不検出15 12 10 給食丸ごと － 不検出16 12 10 キャベツ 茨城県 不検出17 12 11 給食丸ごと － 不検出18 12 11 白菜 福島県 不検出19 12 12 給食丸ごと － 不検出20 12 12 牛乳 郡山市 不検出21 12 13 給食丸ごと － 不検出22 12 13 オレンジ オーストラリア 不検出23 12 14 給食丸ごと － 不検出24 12 14 グレープフルーツ 南アフリカ 不検出25 12 15 給食丸ごと － 不検出26 12 15 牛乳 郡山市 不検出27 12 17 給食丸ごと － 不検出28 12 17 木綿豆腐 群馬県 不検出29 12 18 給食丸ごと － 不検出30 12 18 牛乳 郡山市 不検出31 12 19 給食丸ごと － 不検出32 12 19 南瓜 メキシコ 不検出33 12 20 給食丸ごと － 不検出34 12 20 グレープフルーツ 南アフリカ 不検出35 12 21 給食丸ごと － 不検出36 12 21 キャベツ 愛知県 不検出37 12 25 給食丸ごと － 不検出38 12 25 牛乳 郡山市 不検出39 12 26 給食丸ごと － 不検出40 12 26 キャベツ 愛知県 不検出41 12 27 給食丸ごと － 不検出42 12 27 オレンジ オーストラリア 不検出43 12 28 給食丸ごと － 不検出44 12 28 木綿豆腐 群馬県 不検出

件数 備考産地検体名検査日 検査値


	【HP用】H30_12月 さくら
	1/2
	2/2

	【HP用】H30_12月 わかば
	1/2
	2/2

	【HP用】H30_12月 おもてごう
	【HP用】H30_12月 たいしん
	1/2
	2/2

	【HP用】H30_12月 ひがし
	1/2
	2/2

	【HP用】H30_12月 みのり
	【HP用】H30_12月 白河
	12月家庭用献立（未満児） NO1
	12月家庭用献立（未満児） NO2
	12月家庭用献立(以上児） NO1
	12月家庭用献立(以上児） NO2
	【HP用】H30_12月 西
	【専念寺献立廟】３０年１２月
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4

	【HP用】H30_12月 丘の上
	【HP用】H30_12月 ニチイキッズ

