
1 10 1 給食丸ごと － 不検出2 10 1 りんご 青森県 不検出3 10 1 白菜 白河市 不検出4 10 2 給食丸ごと － 不検出5 10 2 豚もも肉 秋田県 不検出6 10 2 玉ねぎ 北海道 不検出7 10 3 給食丸ごと － 不検出8 10 3 豆腐 郡山市 不検出9 10 3 じゃがいも 北海道 不検出10 10 4 給食丸ごと － 不検出11 10 4 キャベツ 茨城県 不検出12 10 4 きゅうり 白河市 不検出13 10 7 給食丸ごと － 不検出14 10 7 卵 福島県 不検出15 10 7 しめじ 長野県 不検出16 10 8 給食丸ごと － 不検出17 10 8 かぼちゃ 北海道 不検出18 10 8 ねぎ 福島県 不検出19 10 9 給食丸ごと － 不検出20 10 9 ほうれん草 白河市 不検出21 10 10 給食丸ごと － 不検出22 10 10 にら 茨城県 不検出23 10 11 給食丸ごと － 不検出24 10 11 鶏もも肉 岩手県 不検出25 10 11 小松菜 茨城県 不検出26 10 15 給食丸ごと － 不検出27 10 15 白菜 長野県 不検出28 10 15 里芋 白河市 不検出29 10 16 給食丸ごと － 不検出

【さくら保育園】【さくら保育園】【さくら保育園】【さくら保育園】

検体名 備考件数 検査日 産地 検査値



30 10 16 じゃがいも 北海道 不検出31 10 16 人参 北海道 不検出32 10 17 給食丸ごと － 不検出33 10 17 えのき 新潟県 不検出34 10 18 給食丸ごと － 不検出35 10 18 豆腐 郡山市 不検出36 10 21 給食丸ごと － 不検出37 10 21 きゅうり 白河市 不検出38 10 23 給食丸ごと － 不検出39 10 23 大根 青森県 不検出40 10 23 みかん 熊本県 不検出41 10 24 給食丸ごと － 不検出42 10 24 ねぎ 福島県 不検出43 10 25 給食丸ごと － 不検出44 10 25 ほうれん草 福島県 不検出45 10 25 給食丸ごと － 不検出46 10 25 ほうれん草 福島県 不検出47 10 28 給食丸ごと － 不検出48 10 28 ブロッコリー 岩手県 不検出49 10 29 給食丸ごと － 不検出50 10 29 チンゲン菜 茨城県 不検出51 10 30 給食丸ごと － 不検出52 10 30 卵 福島県 不検出53 10 31 給食丸ごと － 不検出54 10 31 もやし 郡山市 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 10 1 給食丸ごと － 不検出2 10 1 糸こんにゃく 福島県 不検出3 10 1 長ネギ 福島県 不検出4 10 2 給食丸ごと － 不検出5 10 2 豚もも肉 福島県 不検出6 10 2 小松菜 福島県 不検出7 10 3 給食丸ごと － 不検出8 10 3 じゃがいも 北海道 不検出9 10 3 ほうれん草 栃木県 不検出10 10 4 給食丸ごと － 不検出11 10 4 木綿豆腐 福島県 不検出12 10 4 キャベツ 茨城県 不検出13 10 7 給食丸ごと － 不検出14 10 7 大根 青森県 不検出15 10 7 ごぼう 宮崎県 不検出16 10 8 給食丸ごと － 不検出17 10 8 人参 北海道 不検出18 10 8 鶏もも肉 北海道 不検出19 10 9 給食丸ごと － 不検出20 10 9 ミニトマト 福島県 不検出21 10 9 梨 栃木県 不検出22 10 10 給食丸ごと － 不検出23 10 10 卵 福島県 不検出24 10 10 豚挽き肉 福島県 不検出25 10 11 給食丸ごと － 不検出26 10 11 木綿豆腐 福島県 不検出27 10 11 ほうれん草 白河市 不検出28 10 15 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 15 白菜 長野県 不検出30 10 15 里芋 白河市 不検出31 10 16 給食丸ごと － 不検出32 10 16 鯵 ニュージーランド 不検出33 10 16 人参 北海道 不検出34 10 17 給食丸ごと － 不検出35 10 17 鶏ムネ肉 北海道 不検出36 10 17 キャベツ 茨城県 不検出37 10 18 給食丸ごと － 不検出38 10 18 チンゲン菜 静岡県 不検出39 10 18 じゃがいも 北海道 不検出40 10 21 給食丸ごと － 不検出41 10 21 人参 北海道 不検出42 10 21 きゅうり 白河市 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 大根 青森県 不検出46 10 24 給食丸ごと － 不検出47 10 24 玉ねぎ 北海道 不検出48 10 24 ピーマン 福島県 不検出49 10 25 給食丸ごと － 不検出50 10 25 きゅうり 栃木県 不検出51 10 25 ほうれん草 会津若松市 不検出52 10 28 給食丸ごと － 不検出53 10 28 鰤 鹿児島 不検出54 10 28 人参 北海道 不検出55 10 29 給食丸ごと － 不検出56 10 29 にら 福島県 不検出57 10 29 木綿豆腐 福島県 不検出58 10 30 給食丸ごと － 不検出59 10 30 鶏もも肉 北海道 不検出60 10 30 えのき茸 新潟県 不検出61 10 31 給食丸ごと － 不検出62 10 31 玉ねぎ 北海道 不検出63 10 31 かぶ 白河市 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 1 給食丸ごと － 不検出2 10 2 給食丸ごと － 不検出3 10 3 給食丸ごと － 不検出4 10 4 給食丸ごと － 不検出5 10 7 給食丸ごと － 不検出6 10 8 給食丸ごと － 不検出7 10 9 給食丸ごと － 不検出8 10 10 給食丸ごと － 不検出9 10 11 給食丸ごと － 不検出10 10 15 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 18 給食丸ごと － 不検出14 10 21 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 28 給食丸ごと － 不検出19 10 29 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

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 1 給食丸ごと － 不検出2 10 1 りんご 福島県 不検出3 10 1 ねぎ 福島県 不検出4 10 2 給食丸ごと － 不検出5 10 2 玉ねぎ 北海道 不検出6 10 2 ピーマン 福島県 不検出7 10 3 給食丸ごと － 不検出8 10 3 じゃがいも 北海道 不検出9 10 3 椎茸 福島県 不検出10 10 4 給食丸ごと － 不検出11 10 4 木綿豆腐 福島県 不検出12 10 4 きゅうり 福島県 不検出13 10 7 給食丸ごと － 不検出14 10 7 しめじ 新潟県 不検出15 10 7 人参 北海道 不検出16 10 8 給食丸ごと － 不検出17 10 8 ねぎ 福島県 不検出18 10 8 ほうれん草 福島県 不検出19 10 9 給食丸ごと － 不検出20 10 9 えのき茸 新潟県 不検出21 10 9 梨 福島県 不検出22 10 10 給食丸ごと － 不検出23 10 10 豚肉 福島県 不検出24 10 10 きゅうり 福島県 不検出25 10 11 給食丸ごと － 不検出26 10 11 木綿豆腐 福島県 不検出27 10 11 小松菜 福島県 不検出28 10 15 給食丸ごと － 不検出29 10 15 大根 岩手県 不検出30 10 15 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



31 10 16 給食丸ごと － 不検出32 10 16 木綿豆腐 福島県 不検出33 10 16 じゃがいも 北海道 不検出34 10 17 給食丸ごと － 不検出35 10 17 梨 福島県 不検出36 10 17 キャベツ 岩手県 不検出37 10 18 給食丸ごと － 不検出38 10 18 豚肉 福島県 不検出39 10 18 玉ねぎ 北海道 不検出40 10 21 給食丸ごと － 不検出41 10 21 玉ねぎ 北海道 不検出42 10 21 ロースハム 栃木県 不検出43 10 23 給食丸ごと － 不検出44 10 23 豚肉 福島県 不検出45 10 23 大根 岩手県 不検出46 10 24 給食丸ごと － 不検出47 10 24 じゃがいも 北海道 不検出48 10 24 ねぎ 福島県 不検出49 10 25 給食丸ごと － 不検出50 10 25 きゅうり 福島県 不検出51 10 25 キャベツ 群馬県 不検出52 10 28 給食丸ごと － 不検出53 10 28 にら 茨城県 不検出54 10 28 ねぎ 福島県 不検出55 10 29 給食丸ごと － 不検出56 10 29 豚肉 福島県 不検出57 10 29 チンゲン菜 茨城県 不検出58 10 30 給食丸ごと － 不検出59 10 30 えのき茸 新潟県 不検出60 10 30 小松菜 茨城県 不検出61 10 31 給食丸ごと － 不検出62 10 31 もやし 福島県 不検出63 10 31 きゅうり 福島県 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 10 1 給食丸ごと － 不検出2 10 1 バナナ フィリピン 不検出3 10 2 給食丸ごと － 不検出4 10 2 ねぎ 福島県 不検出5 10 2 キャベツ 群馬県 不検出6 10 3 給食丸ごと － 不検出7 10 3 豚もも肉 青森県 不検出8 10 4 給食丸ごと － 不検出9 10 4 きゅうり 福島県 不検出10 10 4 卵 中島村 不検出11 10 7 給食丸ごと － 不検出12 10 7 はんぺん 東京都 不検出13 10 8 給食丸ごと － 不検出14 10 8 柿 和歌山県 不検出15 10 9 給食丸ごと － 不検出16 10 9 チンゲン菜 茨城県 不検出17 10 10 給食丸ごと － 不検出18 10 10 オレンジ オーストラリア 不検出19 10 11 給食丸ごと － 不検出20 10 11 油揚げ 郡山市 不検出21 10 15 給食丸ごと － 不検出22 10 15 里芋 福島県 不検出23 10 15 大根 青森県 不検出24 10 16 給食丸ごと － 不検出25 10 16 さんま 宮城県 不検出

件数 備考産地検体名検査日 検査値



26 10 17 給食丸ごと － 不検出27 10 17 じゃがいも 北海道 不検出28 10 17 梨 福島県 不検出29 10 18 給食丸ごと － 不検出30 10 18 木綿豆腐 白河市表郷 不検出31 10 21 給食丸ごと － 不検出32 10 21 鶏もも肉 青森県 不検出33 10 23 給食丸ごと － 不検出34 10 23 ごぼう 青森県 不検出35 10 24 給食丸ごと － 不検出36 10 24 ピーマン 茨城県 不検出37 10 25 給食丸ごと － 不検出38 10 25 鶏ささみ 青森県 不検出39 10 28 給食丸ごと － 不検出40 10 28 ブロッコリー 福島県 不検出41 10 29 給食丸ごと － 不検出42 10 29 豚ひき肉 青森県 不検出43 10 30 給食丸ごと － 不検出44 10 30 えのき茸 新潟県 不検出45 10 30 小松菜 栃木県 不検出46 10 31 給食丸ごと － 不検出47 10 31 もやし 郡山市 不検出



【白河みのり保育園・白河保育園】【白河みのり保育園・白河保育園】【白河みのり保育園・白河保育園】【白河みのり保育園・白河保育園】

1 10 1 給食丸ごと － 不検出2 10 1 さつま芋 茨城県 不検出3 10 2 給食丸ごと － 不検出4 10 2 白菜 長野県 不検出5 10 3 給食丸ごと － 不検出6 10 3 ねぎ 福島県 不検出7 10 4 給食丸ごと － 不検出8 10 4 おから 福島県 不検出9 10 7 給食丸ごと － 不検出10 10 7 人参 北海道 不検出11 10 8 給食丸ごと － 不検出12 10 8 大根 福島県 不検出13 10 9 給食丸ごと － 不検出14 10 9 かぼちゃ 北海道 不検出15 10 10 給食丸ごと － 不検出16 10 10 キャベツ 福島県 不検出17 10 11 給食丸ごと － 不検出18 10 11 りんご 福島県 不検出19 10 15 給食丸ごと － 不検出20 10 15 じゃが芋 北海道 不検出21 10 16 給食丸ごと － 不検出22 10 16 きゅうり 福島県 不検出23 10 17 給食丸ごと － 不検出24 10 17 絹豆腐 青森県 不検出25 10 18 給食丸ごと － 不検出26 10 18 梨(新高) 福島県 不検出27 10 21 給食丸ごと － 不検出28 10 21 人参 北海道 不検出29 10 23 給食丸ごと － 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



30 10 23 ロースハム 国内 不検出31 10 24 給食丸ごと － 不検出32 10 24 ごぼう 群馬県 不検出33 10 25 給食丸ごと － 不検出34 10 25 ピーマン 福島県 不検出35 10 28 給食丸ごと － 不検出36 10 28 ほうれん草 福島県 不検出37 10 29 給食丸ごと － 不検出38 10 29 にら 福島県 不検出39 10 30 給食丸ごと － 不検出40 10 30 小松菜 福島県 不検出41 10 31 給食丸ごと － 不検出42 10 31 柿 新潟県 不検出



令和1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

煮魚 ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcal

マカロニサラダ

果物

みそ汁 脂　質 15.6 ｇ

ご飯 食物繊維 3.4 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

すきやき風煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 462 kcal

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え

果物

みそ汁 脂　質 12.8 ｇ

ご飯 食物繊維 4.4 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

スパゲティナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal

グリーンサラダ

ゼリー

コンソメスープ 脂　質 11.1 ｇ

食物繊維 4.1 ｇ

食塩相当 2.2 ｇ

肉じゃが ｴﾈﾙｷﾞｰ 542 kcal

ほうれん草のごま和え

果物

みそ汁 脂　質 15.2 ｇ

ご飯 食物繊維 5.5 ｇ

食塩相当 1.5 ｇ

チキンフライ ｴﾈﾙｷﾞｰ 451 kcal

コールスローサラダ

みそ汁

ご飯 脂　質 13.8 ｇ

食物繊維 1.5 ｇ

食塩相当 1.6 ｇ

炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 451 kcal

竹輪のキャロット揚げ

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え

みそ汁 脂　質 12.0 ｇ

食物繊維 3.8 ｇ

食塩相当 2.0 ｇ

鶏うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal

かぼちゃの甘煮

果物

脂　質 12.5 ｇ

食物繊維 3.4 ｇ

食塩相当 2.3 ｇ

エビチリ ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcal

大豆のサラダ

果物

中華スープ 脂　質 14.6 ｇ

ご飯 食物繊維 4.1 ｇ

食塩相当 1.6 ｇ

ひき肉カレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal

カリカリサラダ

果物

卵スープ 脂　質 15.3 ｇ

食物繊維 4.4 ｇ

食塩相当 2.1 ｇ

鶏手羽のサワー煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal

ほうれん草のｼｰﾁｷﾝ和え

りんごゼリー

みそ汁 脂　質 16.3 ｇ

ご飯 食物繊維 1.4 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

けんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 393 kcal

ひじきサラダ

ヨーグルト

脂　質 5.6 ｇ

食物繊維 5.1 ｇ

食塩相当 2.6 ｇ

さんまのかば焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal

ほうれん草と人参ごま和え

果物

みそ汁 脂　質 16.0 ｇ

ご飯 食物繊維 2.9 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 473 kcal

おひたし

果物

みそ汁 脂　質 6.7 ｇ

食物繊維 4.6 ｇ

食塩相当 1.4 ｇ

豆腐ハンバーグ ｴﾈﾙｷﾞｰ 528 kcal

人参のグラッセ

りんごゼリー

みそ汁 脂　質 17.4 ｇ

ご飯 食物繊維 2.4 ｇ

食塩相当 1.8 ｇ

五目うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 522 kcal

ポテトサラダ

ゼリー

脂　質 15.4 ｇ

食物繊維 2.3 ｇ

食塩相当 2.8 ｇ

たんぱく質 18.1 ｇ

／

水水水水

23232323

じゃがいも／オレンジ

ゼリー／うどん

(乾麺)

蒸しかまぼこ／油揚げ

／鶏若鶏肉胸(皮付き)

／花かつお／ロースハ

ム

ほうれんそう／生椎茸

／きゅうり／玉葱／に

んじん

麦茶

おにぎり

牛乳

パイ菓子

たんぱく質 17.7 ｇ

／

月月月月

21212121

パン粉(生)／大豆油／

有塩バター／上白糖／

じゃがいも／水稲穀粒

(精白米)

木綿豆腐／豚ひき肉／

たまご／生わかめ／煮

干し

玉葱／にんじん／チン

ゲンツァイ

麦茶

プリン

牛乳

クラッカー

たんぱく質 20.2 ｇ

／

金金金金

18181818

上白糖／じゃがいも／

水稲穀粒(精白米)

鶏若鶏肉モモ(皮なし)

／たまご／花かつお／

生わかめ／木綿豆腐／

煮干し

にんじん／玉葱／グリ

ンピース／生椎茸／

キャベツ／日本なし／

ほうれんそう

ジョア

バナナ

麦茶

ビスケット

たんぱく質 14.5 ｇ

／

木木木木

17171717

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／木綿豆腐／煮

干し

にんじん／ほうれんそ

う／グレープフルーツ

／にら

オレンジジュース

せんべい

麦茶

ウエハース

たんぱく質 12.4 ｇ

／

水水水水

16161616

さといも／糸こんにゃ

く／とうもろこし缶詰

(ﾎｰﾙ)／ごま(いり）白

／サラダ油／上白糖／

うどん　　　(乾麺)

豚肩(赤肉)／煮干し／

干ひじき／ヨーグルト

脱脂加糖

ごぼう／だいこん／に

んじん／ねぎ／はくさ

い／キャベツ／きゅう

り

麦茶

菜めしおにぎり

麦茶

クラッカー

たんぱく質 19.9 ｇ

／

火火火火

15151515

上白糖／ごま油／水稲

穀粒(精白米)

鶏成鶏肉手羽(皮付き)

／わかめ／ツナ缶詰

(水煮ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／木綿

豆腐／油揚げ／煮干し

ほうれんそう／こまつ

な

牛乳

パイ菓子

麦茶

ボーロ

たんぱく質 18.7 ｇ

／

金金金金

11111111

じゃがいも／大豆油／

小麦粉（薄力粉）／サ

ラダ油／三温糖／水稲

穀粒(精白米)

鶏ひき肉／大豆(国産､

ゆで）／たまご／花か

つお

玉葱／にんじん／レー

ズン／ミニトマト／

きゅうり／キャベツ／

りんご／にら

牛乳

カステラ

麦茶

クラッカー

たんぱく質 15.6 ｇ

／

木木木木

10101010

サラダ油／上白糖／か

たくり粉／じゃがいも

／水稲穀粒(精白米)

しばえび／大豆(国産､

ゆで）／ロースハム／

うずら卵(水煮缶詰）

／花かつお

にんにく(りん茎)／

しょうが／ねぎ／にん

じん／きゅうり／キャ

ベツ／ミニトマト／日

本なし／チンゲンツァ

イ／きくらげ(乾)／え

のきたけ

牛乳

ふかし芋

麦茶

パイ菓子

たんぱく質 16.1 ｇ

／

水水水水

9999

上白糖／うどん

(乾麺)

鶏成鶏肉モモ(皮付き)

／花かつお

ねぎ／生椎茸／にんじ

ん／ほうれんそう／日

本かぼちゃ／かき(甘

がき)

牛乳

メロンパン

麦茶

クッキー

たんぱく質 18.9 ｇ

／

火火火火

8888

上白糖／小麦粉（薄力

粉）／サラダ油／じゃ

がいも／水稲穀粒(精

白米)

鶏成鶏肉ささ身／油揚

げ／焼き竹輪／たまご

／花かつお／木綿豆腐

／煮干し

にんじん／ごぼう／し

めじ／グリンピース／

ブロッコリー／だいこ

ん／ずいき

牛乳

バナナ

麦茶

ウエハース

たんぱく質 20.3 ｇ

／

月月月月

7777

小麦粉（薄力粉）／パ

ン粉(乾燥)／サラダ油

／水稲穀粒(精白米)

鶏成鶏肉ささ身／ｽｷﾑﾐ

ﾙｸ／たまご／ロースハ

ム／木綿豆腐／煮干し

キャベツ／きゅうり／

にんじん／みかん缶詰

(果肉)／玉葱

牛乳

クッキー

麦茶

せんべい

たんぱく質 17.1 ｇ

／

金金金金

4444

じゃがいも／糸こん

にゃく／上白糖／サラ

ダ油／ごま(いり）黒

／水稲穀粒(精白米)

豚モモ(脂身付き)／木

綿豆腐／煮干し

にんじん／グリンピー

ス(冷凍)／玉葱／生椎

茸／ほうれんそう／バ

ナナ／なめこ／ねぎ

牛乳

おからドーナツ

麦茶

クラッカー

たんぱく質 17.4 ｇ

／

木木木木

3333

サラダ油／オレンジゼ

リー／ごま(いり）白

／スパゲティー

豚中型種モモ(脂身付

き)／粉チーズ／わか

め･乾燥わかめ､素干し

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／パインアッ

プル(缶詰)／こまつな

／葉ねぎ

麦茶

おにぎり

牛乳

ウエハース

たんぱく質 17.6 ｇ

／

水水水水

2222

糸こんにゃく／緑豆は

るさめ／上白糖／サラ

ダ油／手まり麩／水稲

穀粒(精白米)

豚もも肉　　　（細切

れ)／木綿豆腐／花か

つお／カットわかめ／

煮干し

にんじん／干し椎茸／

はくさい／ねぎ／絹さ

や／ブロッコリー／り

んご

牛乳

揚げパン

麦茶

せんべい（甘辛）

たんぱく質 19.4 ｇ

／

火火火火

1111

上白糖／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／木綿豆腐／煮干

し

にんじん／きゅうり／

玉葱／グリンピース／

キウイフルーツ／だい

こん

牛乳

大学芋

麦茶

チーズ

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



令和1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

生揚げのそぼろあんかけ ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal

小松菜の磯和え

果物

のっぺい汁 脂　質 15.3 ｇ

ふりかけご飯 食物繊維 4.7 ｇ

食塩相当 1.8 ｇ

カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal

コールスローサラダ

ヨーグルト

みそ汁 脂　質 17.3 ｇ

食物繊維 3.1 ｇ

食塩相当 2.3 ｇ

鶏ささみレモン漬け ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcal

サラスパサラダ

果物

春雨スープ 脂　質 17.1 ｇ

ご飯 食物繊維 2.5 ｇ

食塩相当 1.1 ｇ

ぶりの照り焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 441 kcal

たらこ人参

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え

ワンタンスープ 脂　質 13.2 ｇ

ご飯 食物繊維 3.3 ｇ

食塩相当 1.8 ｇ

ﾏｰﾎﾞｰ豆腐 ｴﾈﾙｷﾞｰ 533 kcal

小松菜のしらす和え

果物

みそ汁 脂　質 16.7 ｇ

ご飯 食物繊維 4.3 ｇ

食塩相当 2.0 ｇ

鶏肉の竜田揚げ ｴﾈﾙｷﾞｰ 422 kcal

キャベツの味噌ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｻﾗ

果物

青菜スープ 脂　質 14.5 ｇ

ご飯 食物繊維 2.8 ｇ

食塩相当 1.1 ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 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。 たんぱく質 17.7 ｇ

脂　質 14.0 ｇ

食物繊維 3.5 ｇ

食塩相当

量

1.8 ｇ

　実りの秋、食欲の秋です。一年中で一番食べ物のおいしい季節です。子どもの頃から食べ物の旬を知り、旬の恵みを味わうことは、

　豊かな感性や味覚形成にとても重要なことです。毎日の食卓に旬の食材をとり入れ、話題も豊かな楽しい時間を過ごしたいですね。

たんぱく質 13.8 ｇ

※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。

／

木木木木

31313131

かたくり粉／サラダ油

／とうもろこし缶詰

(ﾎｰﾙ)／三温糖／水稲

穀粒(精白米)

鶏若鶏肉モモ(皮付き)

／花かつお

しょうが／キャベツ／

にんじん／きゅうり／

かき(甘がき)／こまつ

な／えのきたけ

牛乳

せんべい

麦茶

ウエハース

たんぱく質 22.4 ｇ

／

水水水水

30303030

大豆油／上白糖／かた

くり粉／ごま油／じゃ

がいも／水稲穀粒(精

白米)

木綿豆腐／豚ひき肉／

しらす干し(半乾燥品)

／油揚げ／煮干し

葉ねぎ／にんじん／干

し椎茸／にら／しょう

が／にんにく(りん茎)

／こまつな／バナナ／

だいこん／チンゲン

ツァイ

牛乳

あんパン

麦茶

チーズ

たんぱく質 17.6 ｇ

／

火火火火

29292929

上白糖／小麦粉（薄力

粉）／サラダ油／水稲

穀粒(精白米)

ぶり／たらこ／花かつ

お／豚ひき肉

にんじん／ブロッコ

リー／にら／ねぎ／き

くらげ(乾)

牛乳

ふかし芋

麦茶

せんべい

たんぱく質 17.5 ｇ

／

月月月月

28282828

かたくり粉／サラダ油

／上白糖／ごま(乾）

白／スパゲティー／と

うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)

／普通はるさめ(乾)／

水稲穀粒(精白米)

鶏若鶏肉ささ身／ボン

レスハム／ベーコン／

うずら卵(水煮缶詰）

／花かつお

レモン／キャベツ(ゆ

で)／きゅうり／キウ

イフルーツ／にんじん

／ほうれんそう

牛乳

クッキー

麦茶

チーズ

たんぱく質 18.4 ｇ

／

金金金金

25252525

じゃがいも／サラダ油

／水稲穀粒(精白米)

豚モモ(赤肉)／ロース

ハム／ヨーグルト　脱

脂加糖／わかめ／木綿

豆腐／煮干し

にんじん／玉葱／青

ピーマン／キャベツ／

きゅうり／みかん缶詰

(果肉)／ねぎ

牛乳

パイ菓子

麦茶

せんべい

たんぱく質 17.5 ｇ

／

木木木木

24242424

上白糖／板こんにゃく

／サラダ油／かたくり

粉／さといも／水稲穀

粒(精白米)

生揚げ／豚ひき肉／焼

きのり／油揚げ／花か

つお

しょうが／玉葱／にん

じん／生椎茸／こまつ

な／温州蜜柑(普通､

生)／だいこん／ごぼ

う／ねぎ

牛乳

カルシウムラスク

麦茶

ウエハース

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

さつまいもの栄養成分のさつまいもの栄養成分のさつまいもの栄養成分のさつまいもの栄養成分の

効能・効果効能・効果効能・効果効能・効果

さつまいもは、秋の味覚の代表として親しまれ

ています。

食物繊維が芋類の中で一番高く、水溶性と不溶性

の食物繊維が含まれています。

ビタミンＣ含有量は芋類の中でトップクラス、ビタミ

ンＣは水溶性で熱に弱く、加熱すると溶けだしてし

まう性質がありますが、さつまいものビタミンＣはで

んぷんに包まれているので比較的熱に強いそうで

す。さつまいもは焼き芋や蒸かし芋、その他いろい

ろな料理に使いたい食材です。

参考資料：こどもの栄養



令和1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

煮魚 ｴﾈﾙｷﾞｰ 663 kcal

マカロニサラダ

果物

みそ汁 脂　質 20.9 ｇ

ご飯 食物繊維 4.4 ｇ

食塩相当 1.9 ｇ

すきやき風煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 613 kcal

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え

果物

みそ汁 脂　質 18.9 ｇ

ご飯 食物繊維 5.6 ｇ

食塩相当 2.0 ｇ

スパゲティナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 522 kcal

グリーンサラダ

ゼリー

コンソメスープ 脂　質 7.4 ｇ

食物繊維 5.3 ｇ

食塩相当 2.6 ｇ

肉じゃが ｴﾈﾙｷﾞｰ 687 kcal

ほうれん草のごま和え

果物

みそ汁 脂　質 20.6 ｇ

ご飯 食物繊維 7.0 ｇ

食塩相当 1.8 ｇ

チキンフライ ｴﾈﾙｷﾞｰ 619 kcal

コールスローサラダ

みそ汁

ご飯 脂　質 20.0 ｇ

食物繊維 2.0 ｇ

食塩相当 1.9 ｇ

炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 616 kcal

竹輪のキャロット揚げ

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え

みそ汁 脂　質 17.0 ｇ

食物繊維 4.9 ｇ

食塩相当 2.3 ｇ

鶏うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 659 kcal

かぼちゃの甘煮

果物

脂　質 17.9 ｇ

食物繊維 4.1 ｇ

食塩相当 3.1 ｇ

エビチリ ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal

大豆のサラダ

果物

中華スープ 脂　質 16.7 ｇ

ご飯 食物繊維 5.3 ｇ

食塩相当 2.1 ｇ

ひき肉カレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 706 kcal

カリカリサラダ

果物

卵スープ 脂　質 21.2 ｇ

食物繊維 5.4 ｇ

食塩相当 2.7 ｇ

鶏手羽のサワー煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 638 kcal

ほうれん草のｼｰﾁｷﾝ和え

りんごゼリー

みそ汁 脂　質 22.1 ｇ

ご飯 食物繊維 2.1 ｇ

食塩相当 1.9 ｇ

けんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal

ひじきサラダ

ヨーグルト

脂　質 6.3 ｇ

食物繊維 6.5 ｇ

食塩相当 4.1 ｇ

さんまのかば焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal

ほうれん草と人参ごま和え

果物

みそ汁 脂　質 19.1 ｇ

ご飯 食物繊維 3.6 ｇ

食塩相当 2.0 ｇ

親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal

おひたし

果物

みそ汁 脂　質 7.2 ｇ

食物繊維 5.5 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

豆腐ハンバーグ ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal

人参のグラッセ

りんごゼリー

みそ汁 脂　質 14.3 ｇ

ご飯 食物繊維 2.7 ｇ

食塩相当 2.0 ｇ

五目うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal

ポテトサラダ

ゼリー

脂　質 15.0 ｇ

食物繊維 3.2 ｇ

食塩相当 3.8 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 25.6 ｇ

／

火火火火

1111

上白糖／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／木綿豆腐／煮干

し

にんじん／きゅうり／

玉葱／グリンピース／

キウイフルーツ／だい

こん

牛乳

大学芋

たんぱく質 24.6 ｇ

／

水水水水

2222

糸こんにゃく／緑豆は

るさめ／上白糖／サラ

ダ油／手まり麩／水稲

穀粒(精白米)

豚もも肉　　　（細切

れ)／木綿豆腐／花か

つお／カットわかめ／

煮干し

にんじん／干し椎茸／

はくさい／ねぎ／絹さ

や／ブロッコリー／り

んご

牛乳

揚げパン

たんぱく質 17.0 ｇ

／

木木木木

3333

サラダ油／オレンジゼ

リー／ごま(いり）白

／スパゲティー

豚中型種モモ(脂身付

き)／粉チーズ／わか

め･乾燥わかめ､素干し

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／パインアッ

プル(缶詰)／こまつな

／葉ねぎ

麦茶

おにぎり

たんぱく質 23.2 ｇ

／

金金金金

4444

じゃがいも／糸こん

にゃく／上白糖／サラ

ダ油／ごま(いり）黒

／水稲穀粒(精白米)

豚モモ(脂身付き)／木

綿豆腐／煮干し

にんじん／グリンピー

ス(冷凍)／玉葱／生椎

茸／ほうれんそう／バ

ナナ／なめこ／ねぎ

牛乳

おからドーナツ

たんぱく質 27.5 ｇ

／

月月月月

7777

小麦粉（薄力粉）／パ

ン粉(乾燥)／サラダ油

／水稲穀粒(精白米)

鶏成鶏肉ささ身／ｽｷﾑﾐ

ﾙｸ／たまご／ロースハ

ム／木綿豆腐／煮干し

キャベツ／きゅうり／

にんじん／みかん缶詰

(果肉)／玉葱

牛乳

クッキー

たんぱく質 26.5 ｇ

／

火火火火

8888

上白糖／小麦粉（薄力

粉）／サラダ油／じゃ

がいも／水稲穀粒(精

白米)

鶏成鶏肉ささ身／油揚

げ／焼き竹輪／たまご

／花かつお／木綿豆腐

／煮干し

にんじん／ごぼう／し

めじ／グリンピース／

ブロッコリー／だいこ

ん／ずいき

牛乳

バナナ

たんぱく質 22.7 ｇ

／

水水水水

9999

上白糖／うどん

(乾麺)

鶏成鶏肉モモ(皮付き)

／花かつお

ねぎ／生椎茸／にんじ

ん／ほうれんそう／日

本かぼちゃ／かき(甘

がき)

牛乳

メロンパン

たんぱく質 22.0 ｇ

／

木木木木

10101010

サラダ油／上白糖／か

たくり粉／じゃがいも

／水稲穀粒(精白米)

しばえび／大豆(国産､

ゆで）／ロースハム／

うずら卵(水煮缶詰）

／花かつお

にんにく(りん茎)／

しょうが／ねぎ／にん

じん／きゅうり／キャ

ベツ／ミニトマト／日

本なし／チンゲンツァ

イ／きくらげ(乾)／え

のきたけ

牛乳

ふかし芋

たんぱく質 26.1 ｇ

／

金金金金

11111111

じゃがいも／大豆油／

小麦粉（薄力粉）／サ

ラダ油／三温糖／水稲

穀粒(精白米)

鶏ひき肉／大豆(国産､

ゆで）／たまご／花か

つお

玉葱／にんじん／レー

ズン／ミニトマト／

きゅうり／キャベツ／

りんご／にら

牛乳

カステラ

たんぱく質 25.0 ｇ

／

火火火火

15151515

上白糖／ごま油／水稲

穀粒(精白米)

鶏成鶏肉手羽(皮付き)

／わかめ／ツナ缶詰

(水煮ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／木綿

豆腐／油揚げ／煮干し

ほうれんそう／こまつ

な

牛乳

パイ菓子

たんぱく質 16.3 ｇ

／

水水水水

16161616

さといも／糸こんにゃ

く／とうもろこし缶詰

(ﾎｰﾙ)／ごま(いり）白

／サラダ油／上白糖／

うどん　　　(乾麺)

豚肩(赤肉)／煮干し／

干ひじき／ヨーグルト

脱脂加糖

ごぼう／だいこん／に

んじん／ねぎ／はくさ

い／キャベツ／きゅう

り

麦茶

菜めしおにぎり

たんぱく質 18.2 ｇ

／

木木木木

17171717

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／木綿豆腐／煮

干し

にんじん／ほうれんそ

う／グレープフルーツ

／にら

オレンジジュース

せんべい

たんぱく質 24.9 ｇ

／

金金金金

18181818

上白糖／じゃがいも／

水稲穀粒(精白米)

鶏若鶏肉モモ(皮なし)

／たまご／花かつお／

生わかめ／木綿豆腐／

煮干し

にんじん／玉葱／グリ

ンピース／生椎茸／

キャベツ／日本なし／

ほうれんそう

ジョア

バナナ

たんぱく質 17.3 ｇ

／

月月月月

21212121

パン粉(生)／大豆油／

有塩バター／上白糖／

じゃがいも／水稲穀粒

(精白米)

木綿豆腐／豚ひき肉／

たまご／生わかめ／煮

干し

玉葱／にんじん／チン

ゲンツァイ

麦茶

プリン

たんぱく質 18.4 ｇ

／

水水水水

23232323

じゃがいも／オレンジ

ゼリー／うどん

(乾麺)

蒸しかまぼこ／油揚げ

／鶏若鶏肉胸(皮付き)

／花かつお／ロースハ

ム

ほうれんそう／生椎茸

／きゅうり／玉葱／に

んじん

麦茶

おにぎり



令和1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

生揚げのそぼろあんかけ ｴﾈﾙｷﾞｰ 637 kcal

小松菜の磯和え

果物

のっぺい汁 脂　質 20.1 ｇ

ふりかけご飯 食物繊維 5.7 ｇ

食塩相当 2.4 ｇ

カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 698 kcal

コールスローサラダ

ヨーグルト

みそ汁 脂　質 25.3 ｇ

食物繊維 3.9 ｇ

食塩相当 3.3 ｇ

鶏ささみレモン漬け ｴﾈﾙｷﾞｰ 642 kcal

サラスパサラダ

果物

春雨スープ 脂　質 22.6 ｇ

ご飯 食物繊維 3.1 ｇ

食塩相当 1.4 ｇ

ぶりの照り焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal

たらこ人参

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え

ワンタンスープ 脂　質 19.2 ｇ

ご飯 食物繊維 2.0 ｇ

食塩相当 2.0 ｇ

ﾏｰﾎﾞｰ豆腐 ｴﾈﾙｷﾞｰ 728 kcal

小松菜のしらす和え

果物

みそ汁 脂　質 23.2 ｇ

ご飯 食物繊維 5.7 ｇ

食塩相当 3.4 ｇ

鶏肉の竜田揚げ ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal

キャベツの味噌ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｻﾗ

果物

青菜スープ 脂　質 20.4 ｇ

ご飯 食物繊維 3.1 ｇ

食塩相当 1.5 ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 616 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。 たんぱく質 23.0 ｇ

脂　質 17.9 ｇ

食物繊維 4.4 ｇ

食塩相当

量

2.4 ｇ

※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。

　実りの秋、食欲の秋です。一年中で一番食べ物のおいしい季節です。子どもの頃から食べ物の旬を知り、旬の恵みを味わうことは、

　豊かな感性や味覚形成にとても重要なことです。毎日の食卓に旬の食材をとり入れ、話題も豊かな楽しい時間を過ごしたいですね。

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

牛乳

カルシウムラスク

牛乳

パイ菓子

金金金金

25252525

じゃがいも／サラダ油

／水稲穀粒(精白米)

豚モモ(赤肉)／ロース

ハム／ヨーグルト　脱

脂加糖／わかめ／木綿

豆腐／煮干し

にんじん／玉葱／青

ピーマン／キャベツ／

きゅうり／みかん缶詰

(果肉)／ねぎ

No.2

木木木木

24242424

上白糖／板こんにゃく

／サラダ油／かたくり

粉／さといも／水稲穀

粒(精白米)

生揚げ／豚ひき肉／焼

きのり／油揚げ／花か

つお

しょうが／玉葱／にん

じん／生椎茸／こまつ

な／温州蜜柑(普通､

生)／だいこん／ごぼ

う／ねぎ

23.8 ｇ

／

たんぱく質

25.0 ｇ

／

牛乳

クッキー

たんぱく質

月月月月

28282828

かたくり粉／サラダ油

／上白糖／ごま(乾）

白／スパゲティー／と

うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)

／普通はるさめ(乾)／

水稲穀粒(精白米)

鶏若鶏肉ささ身／ボン

レスハム／ベーコン／

うずら卵(水煮缶詰）

／花かつお

レモン／キャベツ(ゆ

で)／きゅうり／キウ

イフルーツ／にんじん

／ほうれんそう

23.5 ｇ

／

／

牛乳

ふかし芋

たんぱく質

火火火火

29292929

上白糖／小麦粉（薄力

粉）／サラダ油／水稲

穀粒(精白米)

ぶり／たらこ／花かつ

お／豚ひき肉

にんじん／ブロッコ

リー／にら／ねぎ／き

くらげ(乾)

たんぱく質

木木木木

31313131

かたくり粉／サラダ油

／とうもろこし缶詰

(ﾎｰﾙ)／三温糖／水稲

穀粒(精白米)

鶏若鶏肉モモ(皮付き)

／花かつお

しょうが／キャベツ／

にんじん／きゅうり／

かき(甘がき)／こまつ

な／えのきたけ

たんぱく質

24.8 ｇ

／

牛乳

あんパン

たんぱく質

水水水水

30303030

大豆油／上白糖／かた

くり粉／ごま油／じゃ

がいも／水稲穀粒(精

白米)

木綿豆腐／豚ひき肉／

しらす干し(半乾燥品)

／油揚げ／煮干し

葉ねぎ／にんじん／干

し椎茸／にら／しょう

が／にんにく(りん茎)

／こまつな／バナナ／

だいこん／チンゲン

ツァイ

30.6 ｇ

20.2 ｇ

／

牛乳

せんべい



 【西こども園 】 【西こども園 】 【西こども園 】 【西こども園 】

1 10 2 給食丸ごと － 不検出2 10 4 給食丸ごと － 不検出3 10 9 給食丸ごと － 不検出4 10 11 給食丸ごと － 不検出5 10 16 給食丸ごと － 不検出6 10 18 給食丸ごと － 不検出7 10 23 給食丸ごと － 不検出8 10 25 給食丸ごと － 不検出

備考件数 検査日 検体名 検査値産地



令和元年、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1 2 3 4・主食 Aм飲み物 ごはん 麦茶・1歳からの ごはん 牛乳 りんごジャムパン ぶどうジュース ごはん 麦茶・汁、スープ類 Aмおやつ 豆腐のみそ汁 かっぱえびせん なめこのみそ汁 源氏パイ コーンスープ じゃこ米 野菜のスープ ごまビスケット・主菜 豚肉の生姜焼き 鉄入り牛乳 かれいの和風のムニエル 野菜ジュース オムレツ風卵焼き 麦茶 チーズ入りハンバーグ ミロ・副菜 Pм飲み物 スパゲティーサラダ プチカステラ キャベツの和え物 ☆おふラスク もやしのサラダ ☆さつま芋 ほうれん草ソテー まがりせんべい・デザート Pмおやつ グレープフルーツ なし バナナ 　　　おにぎり キウイ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米 〇鉄入り牛乳 人参、玉ねぎ ○麩 〇野菜J、なし 食パン 鉄入り牛乳 バナナ、玉ねぎ 米、パン粉 〇鉄入り牛乳 キウイ力や熱になる 血や筋肉に　 体の調子を スパゲティー 豚肉、豆腐 きゅうり、ねぎ 米、小麦粉 かれい、みそ もやし 〇米、○ごま 卵、ツナ クリームコーン 油、砂糖 合挽肉、卵 ほうれん草                  なる 　　　　　整える 砂糖 みそ、ハム 生姜、わかめ 〇砂糖、砂糖 〇スキムミルク キャベツ 〇さつま芋 ベーコン もやし、小松菜 〇ミロ 牛乳、チーズ 玉ねぎ、コーンマヨネーズ グレープフルーツ バター、ごま 〇きな粉 小松菜、ねぎ マーガリン、砂糖 人参、ピーマン キャベツ、人参油 〇バター ◎牛乳 なめこ、人参 りんごジャム、コーン しめじ、えのきコーンスープの素◎ぶどうJ、ケチャップ、パセリ粉 　 ケチャップ補ってほしい食品・・・ 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・・海藻類7　　　年長希望メニュー 8 9  10　にこにこ給食 １１　　 ３～5歳お弁当の日しょうゆラーメン 麦茶 ごはん ぶどうジュース ごはん 野菜ジュース 麦茶 カレーライス 牛乳鶏肉の唐揚げ ホームパイ キャベツのスープ おっとっと さつま芋のみそ汁 カルシウムせんべい なすのみそ汁 薄焼きせんべい 卵スープ マリービスケットポテトサラダ 鉄入り牛乳 鮭のみそ焼き 牛乳 しゅうまい 麦茶 豚肉のつけだれ焼き オレンジジュース マカロニサラダ カルピスグレープフルーツ ぱりんこ ほうれん草のサラダ ☆人参ケーキ 春雨サラダ ☆フルーチェ 水菜のサラダ ☆じゃが芋 オレンジ １歳からのぶどう（５歳児のみ） チーズ キウイ バナナ なし 　　　ボーロ かっぱえびせん黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑中華麺 鶏肉、なると グレープフルーツ 〇ホットケーキ粉 ○牛乳、〇卵 キウイ、もやし 米、さつま芋 〇牛乳 バナナ 米、○じゃが芋 油揚げ、みそ なし、玉ねぎ 米、じゃが芋 豚挽肉 玉ねぎじゃが芋 〇チーズ ねぎ ○砂糖,〇バター 鮭、鶏肉、みそ 玉ねぎ、キャベツ マロニー、片栗粉 豚挽肉 玉ねぎ ○片栗粉 豚肉、ちくわ もやし、なす マヨネーズ 卵、ハム オレンジマヨネーズ ハム 人参、コーン 米、ごま 〇スキムミルク ほうれん草 しゅうまいの皮 みそ、かにかま きゅうり、ねぎ 砂糖 〇粉チーズ 人参、水菜 マカロニ かまぼこ 人参油、片栗粉 きゅうり、生姜 和風ドレッシング ◎ぶどうJ、人参 砂糖、ごま油 〇ホイップクリーム 人参、生姜 ごま 〇スキムミルク 赤ピーマン 片栗粉、油 ◎牛乳 キャベツ〇鉄入り牛乳 にんにく 砂糖 〇人参パウダー ◎野菜J 焼き肉のたれ 〇青のり、○オレンジJ カレールウ 〇カルピス きゅうり補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・・海藻類14　　　　　体　育　の　日 15 16 17 １８　３～5歳お弁当の日ナポリタン 麦茶 ごはん 飲むヨーグルト ごはん ぶどうジュース ２色どんぶり 麦茶野菜のスープ ひねり揚げ 五目みそ汁 クラッカー 小松菜のすまし汁 星たべよ なめこのみそ汁 サブレブロッコリーサラダ 野菜ジュース 鶏肉のカレー風味焼き 麦茶 かれいのマヨ焼き 鉄入り牛乳 切り干し大根のうま煮 りんごジュース星ポテト まがりせんべい キャベツのツナサラダ ☆フルーツ みそかんぷら ☆手作り キウイ 塩せんべい バナナ チーズ なし 　ヨーグルト オレンジ 　クッキー黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑砂糖、オリーブ油 〇チーズ 〇野菜J、バナナ 米、さつま芋 ◎飲むヨーグルト なし、キャベツ 米、じゃが芋 かれい、みそ オレンジ 米、油、砂糖 キウイスパゲティ 鶏肉、粉チーズ 人参、キャベツ 砂糖、〇砂糖 鶏肉、油揚げ 人参、大根 〇小麦粉 かまぼこ 小松菜、えのき 卵、鶏挽肉 なめこ、生姜片栗粉 ベーコン 玉ねぎ、コーン みそ、ツナ ねぎ、きゅうり 〇バター 〇スキムミルク 人参、青のり 豆腐、みそ 人参、ねぎフライドポテト もやし、ピーマン カレー粉 〇ヨーグルト にんにく 〇砂糖、〇ごま 〇鉄入り牛乳 ◎ぶどうJ 油揚げ 切り干し大根和風ドレッシング ブロッコリー、ケチャップ 小麦粉 〇みかん缶、〇パイン缶 マヨネーズ、油、小麦粉、砂糖 〇青のり ほうれん草、○りんごJ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・・・肉類 補ってほしい食品・・・海藻類

ごはん



令和元年、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21　季節のメニュー 22　　　　即位礼正殿の儀即位礼正殿の儀即位礼正殿の儀即位礼正殿の儀 23 24 25　３～5歳お弁当の日さつま芋ごはん 麦茶・あんぱんまん ごはん 野菜ジュース 焼きそば 牛乳 親子丼 麦茶豚汁 せんべい きのこのスープ ウエハース わかめのスープ 薄焼きせんべい 豆腐のみそ汁 マリーービスケットさんまのごま焼き オレンジジュース 肉団子 牛乳 星ポテト はと麦茶 水菜とごまの和え物 カルピスキャベツのおかか和え カルシウム 春雨サラダ ☆大学芋 ほうれん草のナムル ☆ゆかり オレンジ 1歳からのなし 　せんべい キウイ バナナ 　　おにぎり サッポロポテト黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、しらたき さんま、豚肉 〇オレンジJ 米、○さつま芋 豚挽肉 キウイ、玉ねぎ 中華麺 ◎牛乳 バナナ、もやし 米、砂糖 〇カルピス オレンジ、人参さつま芋、ごま みそ、油揚げ キャベツ マロニー かにかま えのき、人参 〇米、ごま 豚肉 キャベツ、人参 ごま 卵、鶏肉 玉ねぎかつお節 大根、人参 〇砂糖、〇油 〇牛乳 きゅうり、ねぎ フライドポテト なると 玉ねぎ 豆腐、みそ もやし　 きゅうり、ねぎ 片栗粉、砂糖 しめじ 油、ごま油 ほうれん草 ちくわ、油揚げ 水菜ごぼう、なし 〇ごま ◎野菜J ねぎ、コーン ねぎ生姜 　　　　　わかめ、〇ゆかり わかめ補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・大豆製品類 補ってほしい食品・・・きのこ類28 29  30　　創　立　記　念　日 31ブルーベリージャムパン 牛乳 ごはん 飲むヨーグルト 赤飯 鉄入り牛乳 カレーライス 麦茶ウインナーパン 鈴カステラ 切り干し大根のみそ汁 たべっこ動物ベイビー 花麩のすまし汁 源氏パイ わかめのスープ ぱりんこ野菜スープ りんごジュース 鮭の照り焼き 麦茶 鶏肉のから揚げ 麦茶 キャベツのツナサラダ 牛乳さつま芋サラダ クラッカー キャベツとウインナー炒め ☆お好み焼き マカロニサラダ ☆カルシウム グレープフルーツ ☆スイートバナナ チーズ キウイ りんご 　　　　　ラスク 　　ポテト黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑ロールパン ウインナー 〇りんごJ 米、油、砂糖 ◎飲むヨーグルト キャベツ、キウイ 米、もち米、油 鶏肉、あずき りんご 米、じゃが芋 〇牛乳、豚挽肉 玉ねぎ、コーンマヨネーズ ハム バナナ 〇お好み焼き粉 鮭、ウインナー コーン、玉ねぎ 〇マヨネーズ、麩 ハム、〇粉チーズ ○青のり 片栗粉、油 スキムミルク、ツナ グレープフルーツマーガリン 〇チーズ 人参、きゅうり 〇油 〇卵、〇豚肉 〇キャベツ、ねぎ マヨネーズ、ごま 〇スキムミルク しめじ、しいたけ 〇さつま芋 かまぼこ、○卵 人参、もやしさつま芋 ◎牛乳 ブルーベリージャム 〇マヨネーズ 〇かつお節 切り干し大根 マカロニ ◎鉄入り牛乳 えのき、きゅうり 〇砂糖、〇バター〇スキムミルク キャベツ、わかめケチャップ、キャベツ、えのき みそ、〇チーズ 人参、〇青のり 片栗粉、○食パン人参、生姜、にんにく、ねぎ カレールウ、和風ドレッシング補ってほしい食品・・・海藻類 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・・・きのこ類※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　４５４Ｋｃａｌ たんぱく質　１４．６ｇ 脂質　１３．４ｇ 塩分　１．６ｇ カルシウム　　１９５ｍｇ※献立は都合により変更になる時もありますので※献立は都合により変更になる時もありますので※献立は都合により変更になる時もありますので※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。 　ご了承願います。 　ご了承願います。 　ご了承願います。※園での給食（おやつを含む）では栄養が※園での給食（おやつを含む）では栄養が※園での給食（おやつを含む）では栄養が※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。　足りません。必ず朝食を食べてから登園しましょう。　足りません。必ず朝食を食べてから登園しましょう。　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。※☆がついたおやつは手作りです。※☆がついたおやつは手作りです。※☆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。※園では、給食の放射能検査を行っています。※園では、給食の放射能検査を行っています。※園では、給食の放射能検査を行っています。
＜今月の献立は、秋の味覚を取り入れた献立になっています＞食欲の秋や実りの秋と言われるほど、秋はたくさんの食材や果物が収穫され、新米も出回る時期です。給食にもさつま芋ごはんやさつま芋が入ったスープ、おやつには、スイートポテトや大学芋、さんまのごま焼き、きのこのみそ汁、梨やりんごなど秋の味覚を取り入れました。ご家庭でもぜひ、食卓に秋の味覚を取り入れてみてはいかがでしょうか。



令和元年、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1 2 3 4・主食 ごはん ごはん りんごジャムパン ごはん・汁、スープ類 豆腐のみそ汁 なめこのみそ汁 コーンスープ 野菜のスープ・主菜 豚肉の生姜焼き 鉄入り牛乳 かれいの和風のムニエル 野菜ジュース オムレツ風卵焼き 麦茶 チーズ入りハンバーグ ミロ・副菜 Pм飲み物 スパゲティーサラダ プチカステラ キャベツの和え物 ☆おふラスク もやしのサラダ ☆さつま芋 ほうれん草ソテー まがりせんべい・デザート Pмおやつ グレープフルーツ なし バナナ 　　　おにぎり キウイ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米 〇鉄入り牛乳 人参、玉ねぎ ○麩 〇野菜J、なし コッペパン 鉄入り牛乳 バナナ、玉ねぎ 米、パン粉 〇鉄入り牛乳 キウイ力や熱になる 血や筋肉に　 体の調子を スパゲティー 豚肉、豆腐 きゅうり、ねぎ 米、小麦粉 かれい、みそ もやし 〇米、○ごま 卵、ツナ クリームコーン 油、砂糖 合挽肉、卵 ほうれん草                  なる 　　　　　整える 砂糖 みそ、ハム 生姜、わかめ 〇砂糖、砂糖 〇スキムミルク キャベツ 〇さつま芋 ベーコン もやし、小松菜 〇ミロ 牛乳、チーズ 玉ねぎ、コーンマヨネーズ グレープフルーツ バター、ごま 〇きな粉 小松菜、ねぎ マーガリン、砂糖 人参、ピーマン キャベツ、人参油 〇バター なめこ、人参 りんごジャム しめじ、えのきコーンスープの素ケチャップ、パセリ粉、コーン 　 ケチャップ補ってほしい食品・・・ 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・・海藻類7　　　　年長希望メニュー 8 9  10　にこにこ給食 １１　　 ３～5歳お弁当の日しょうゆラーメン ごはん ごはん鶏肉の唐揚げ キャベツのスープ さつま芋のみそ汁 なすのみそ汁ポテトサラダ 鉄入り牛乳 鮭のみそ焼き 牛乳 しゅうまい 麦茶 豚肉のつけだれ焼き オレンジジュース カルピスグレープフルーツ ぱりんこ、チーズ ほうれん草のサラダ ☆人参ケーキ 春雨サラダ ☆フルーチェ 水菜のサラダ ☆じゃが芋ぶどう（５歳児のみ） ウエハース キウイ バナナ なし 　　　ボーロ かっぱえびせん黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑中華麺 鶏肉、なると グレープフルーツ 〇ホットケーキ粉 ○牛乳、〇卵 キウイ、もやし 米、さつま芋 〇牛乳 バナナ 米、○じゃが芋 油揚げ、みそ なし、玉ねぎじゃが芋 〇チーズ ねぎ ○砂糖,〇バター 鮭、鶏肉、みそ 玉ねぎ、キャベツ マロニー、片栗粉 豚挽肉 玉ねぎ ○片栗粉 豚肉、ちくわ もやし、なすマヨネーズ ハム 人参、コーン 米、ごま 〇スキムミルク ほうれん草 しゅうまいの皮 みそ、かにかま きゅうり、ねぎ 砂糖 〇粉チーズ 人参、水菜油、片栗粉 〇鉄入り牛乳 きゅうり、生姜 和風ドレッシング 人参 砂糖、ごま油 〇ホイップクリーム 人参、生姜 ごま 〇スキムミルク 赤ピーマン（年長のみぶどう）、にんにく 砂糖 〇人参パウダー 焼き肉のたれ 〇青のり、○オレンジJ 〇カルピス補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品14　　　　　体　育　の　日 15 16 17 １８　３～5歳お弁当の日ナポリタン ごはん ごはん野菜のスープ 五目みそ汁 小松菜のすまし汁ブロッコリーサラダ 野菜ジュース 鶏肉のカレー風味焼き 麦茶 かれいのマヨ焼き 鉄入り牛乳 りんごジュース星ポテト まがりせんべい キャベツのツナサラダ ☆フルーツ みそかんぷら ☆手作り 塩せんべい バナナ チーズ なし 　ヨーグルト オレンジ 　クッキー黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑砂糖、オリーブ油 〇チーズ 〇野菜J、バナナ 米、さつま芋 なし、キャベツ 米、じゃが芋 かれい、みそ オレンジ ○りんごJスパゲティ 鶏肉、粉チーズ 人参、キャベツ 砂糖、〇砂糖 鶏肉、油揚げ 人参、大根 〇小麦粉 かまぼこ 小松菜、えのき片栗粉 ベーコン 玉ねぎ、コーン みそ、ツナ ねぎ、きゅうり 〇バター 〇スキムミルク 人参、青のりフライドポテト もやし、ピーマン カレー粉 〇ヨーグルト にんにく 〇砂糖、〇ごま 〇鉄入り牛乳和風ドレッシング ブロッコリー、ケチャップ 小麦粉 〇みかん缶、〇パイン缶 マヨネーズ、油、小麦粉、砂糖 〇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・・・肉類 補ってほしい食品

ごはん



令和元年、１０月の献立表（３～５才） ○午後のおやつ材料月 火　　 水 木 金21　季節のメニュー 22　　　　即位礼正殿の儀即位礼正殿の儀即位礼正殿の儀即位礼正殿の儀 23 24 25　３～5歳お弁当の日さつま芋ごはん ごはん 焼きそば豚汁 きのこのスープ わかめのスープさんまのごま焼き オレンジジュース 肉団子 牛乳 星ポテト はと麦茶 カルピスキャベツのおかか和え カルシウム 春雨サラダ ☆大学芋 ほうれん草のナムル ☆ゆかりなし 　せんべい キウイ バナナ 　　おにぎり サッポロポテト黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、しらたき さんま、豚肉 〇オレンジJ 米、○さつま芋 豚挽肉 キウイ、玉ねぎ 中華麺 バナナ、もやし 〇カルピスさつま芋、ごま みそ、油揚げ キャベツ マロニー かにかま えのき、人参 〇米、ごま 豚肉 キャベツ、人参かつお節 大根、人参 〇砂糖、〇油 〇牛乳 きゅうり、ねぎ フライドポテト なると 玉ねぎ　 きゅうり、ねぎ 片栗粉、砂糖 しめじ 油、ごま油 ほうれん草ごぼう、なし 〇ごま ねぎ、コーン生姜 　　　　　わかめ、〇ゆかり補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・大豆製品類 補ってほしい食品28 29  30　　創　立　記　念　日 31ブルーベリージャムパン ごはん 赤飯 カレーライスウインナーパン 切り干し大根のみそ汁 花麩のすまし汁 わかめのスープ牛乳 りんごジュース 鮭の照り焼き 麦茶 鶏肉のから揚げ 麦茶 キャベツのツナサラダ 牛乳さつま芋サラダ クラッカー キャベツとウインナー炒め ☆お好み焼き マカロニサラダ ☆カルシウム グレープフルーツ ☆スイートバナナ チーズ キウイ りんご 　　　　　ラスク 　　ポテト黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑ロールパン 牛乳、ウインナー 〇りんごJ 米、油、砂糖 キャベツ、キウイ 米、もち米、油 鶏肉、あずき りんご 米、じゃが芋 〇牛乳、豚挽肉 玉ねぎ、コーンマヨネーズ ハム バナナ 〇お好み焼き粉 鮭、ウインナー コーン、玉ねぎ 〇マヨネーズ、麩 ハム、〇粉チーズ ○青のり 片栗粉、油 スキムミルク、ツナ グレープフルーツマーガリン 〇チーズ 人参、きゅうり 〇油 〇卵、〇豚肉 〇キャベツ、ねぎ マヨネーズ、ごま 〇スキムミルク しめじ、しいたけ 〇さつま芋 かまぼこ、○卵 人参、もやしさつま芋 ブルーベリージャム 〇マヨネーズ 〇かつお節 切り干し大根 マカロニ えのき、きゅうり 〇砂糖、〇バター〇スキムミルク キャベツ、わかめケチャップ みそ、〇チーズ 人参、〇青のり 片栗粉、○食パン人参、生姜、にんにく、ねぎ カレールウ、和風ドレッシング補ってほしい食品・・・海藻類 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・・・きのこ類※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　５３７Ｋｃａｌ たんぱく質　１７．８ｇ 脂質　１５．０ｇ 塩分　２．０ｇ カルシウム　　１９２ｍｇ※献立は都合により変更になる時もありますので※献立は都合により変更になる時もありますので※献立は都合により変更になる時もありますので※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。 　ご了承願います。 　ご了承願います。 　ご了承願います。※園での給食（おやつを含む）では栄養が※園での給食（おやつを含む）では栄養が※園での給食（おやつを含む）では栄養が※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。　足りません。必ず朝食を食べてから登園しましょう。　足りません。必ず朝食を食べてから登園しましょう。　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。※☆がついたおやつは手作りです。※☆がついたおやつは手作りです。※☆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。※園では、給食の放射能検査を行っています。※園では、給食の放射能検査を行っています。※園では、給食の放射能検査を行っています。
＜今月の献立は、秋の味覚を取り入れた献立になっています＞食欲の秋や実りの秋と言われるほど、秋はたくさんの食材や果物が収穫され、新米も出回る時期です。給食にもさつま芋ごはんやさつま芋が入ったスープ、おやつには、スイートポテトや大学芋、さんまのごま焼き、きのこのみそ汁、梨やりんごなど秋の味覚を取り入れました。ご家庭でもぜひ、食卓に秋の味覚を取り入れ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 1 給食丸ごと － 不検出2 10 2 給食丸ごと － 不検出3 10 3 給食丸ごと － 不検出4 10 4 給食丸ごと － 不検出5 10 7 給食丸ごと － 不検出6 10 8 給食丸ごと － 不検出7 10 9 給食丸ごと － 不検出8 10 10 給食丸ごと － 不検出9 10 11 給食丸ごと － 不検出10 10 15 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 18 給食丸ごと － 不検出14 10 21 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 28 給食丸ごと － 不検出19 10 29 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 1 給食丸ごと － 不検出2 10 1 玉ねぎ 北海道 不検出3 10 2 給食丸ごと － 不検出4 10 2 牛乳 郡山市 不検出5 10 3 給食丸ごと － 不検出6 10 3 かぼちゃ 北海道 不検出7 10 4 給食丸ごと － 不検出8 10 4 小松菜 福島県 不検出9 10 7 給食丸ごと － 不検出10 10 7 白菜 長野県 不検出11 10 8 給食丸ごと － 不検出12 10 8 人参 北海道 不検出13 10 9 給食丸ごと － 不検出14 10 9 さつまいも 茨城県 不検出15 10 10 給食丸ごと － 不検出16 10 10 もやし 郡山市 不検出17 10 11 給食丸ごと － 不検出18 10 11 キャベツ 群馬県 不検出19 10 15 給食丸ごと － 不検出20 10 15 えのき 新潟県 不検出21 10 16 給食丸ごと － 不検出22 10 16 牛乳 郡山市 不検出23 10 17 給食丸ごと － 不検出

件数 備考産地検体名検査日 検査値



24 10 17 かぼちゃ 北海道 不検出25 10 18 給食丸ごと － 不検出26 10 18 小松菜 福島県 不検出27 10 21 給食丸ごと － 不検出28 10 21 白菜 長野県 不検出29 10 23 給食丸ごと － 不検出30 10 23 大根 岩手県 不検出31 10 24 給食丸ごと － 不検出32 10 24 もやし 福島県 不検出33 10 25 給食丸ごと － 不検出34 10 25 玉ねぎ 北海道 不検出35 10 28 給食丸ごと － 不検出36 10 28 豆腐 群馬県 不検出37 10 29 給食丸ごと － 不検出38 10 29 牛乳 福島県 不検出39 10 30 給食丸ごと － 不検出40 10 30 人参 北海道 不検出41 10 31 給食丸ごと － 不検出42 10 31 かぼちゃ 北海道 不検出



　 【なないろ保育園】　 【なないろ保育園】　 【なないろ保育園】　 【なないろ保育園】

1 10 3 給食丸ごと － 不検出2 10 3 豆腐 群馬県 不検出3 10 7 給食丸ごと － 不検出4 10 7 豆腐 群馬県 不検出5 10 10 給食丸ごと － 不検出6 10 10 玉ねぎ 佐賀県 不検出7 10 24 給食丸ごと － 不検出8 10 24 豆腐 群馬県 不検出9 10 31 給食丸ごと － 不検出10 10 31 葉なしかぶ 福島県 不検出

件数 検査日 検体名 産地 検査値 備考



　 【ともいく保育園】　 【ともいく保育園】　 【ともいく保育園】　 【ともいく保育園】

1 10 2 給食丸ごと － 不検出2 10 9 給食丸ごと － 不検出3 10 16 給食丸ごと － 不検出4 10 23 給食丸ごと － 不検出5 10 30 給食丸ごと － 不検出

件数 検査日 検体名 産地 検査値 備考
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