
1 11 1 給食丸ごと － 不検出2 11 1 白菜 長野県 不検出3 11 1 人参 北海道 不検出4 11 5 給食丸ごと － 不検出5 11 5 りんご 青森県 不検出6 11 5 キャベツ 群馬県 不検出7 11 6 給食丸ごと － 不検出8 11 6 ブロッコリー 福島県 不検出9 11 6 大根 千葉県 不検出10 11 7 給食丸ごと － 不検出11 11 7 玉ねぎ 北海道 不検出12 11 7 じゃがいも 北海道 不検出13 11 8 給食丸ごと － 不検出14 11 8 卵 福島県 不検出15 11 8 みかん 和歌山県 不検出16 11 11 給食丸ごと － 不検出17 11 11 ほうれん草 栃木県 不検出18 11 12 給食丸ごと － 不検出19 11 12 ねぎ 福島県 不検出20 11 12 柿 奈良県 不検出21 11 13 給食丸ごと － 不検出22 11 13 にら 栃木県 不検出23 11 13 鶏もも肉 岩手県 不検出24 11 14 給食丸ごと － 不検出25 11 14 豆腐 郡山市 不検出26 11 14 えのき 新潟県 不検出27 11 15 給食丸ごと － 不検出28 11 15 しめじ 茨城県 不検出29 11 15 人参 北海道 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 11 18 給食丸ごと － 不検出31 11 18 大根 千葉県 不検出32 11 18 豚もも肉 秋田県 不検出33 11 19 給食丸ごと － 不検出34 11 19 ピーマン 高知県 不検出35 11 19 玉ねぎ 北海道 不検出36 11 20 給食丸ごと － 不検出37 11 20 小松菜 茨城県 不検出38 11 20 きゅうり 白河市 不検出39 11 21 給食丸ごと － 不検出40 11 21 米 白河市 不検出41 11 21 キャベツ 千葉県 不検出42 11 22 給食丸ごと － 不検出43 11 22 ねぎ 白河市 不検出44 11 25 給食丸ごと － 不検出45 11 25 豆腐 郡山市 不検出46 11 26 給食丸ごと － 不検出47 11 26 じゃが芋 北海道 不検出48 11 27 給食丸ごと － 不検出49 11 27 里芋 白河市 不検出50 11 28 給食丸ごと － 不検出51 11 28 卵 福島県 不検出52 11 29 給食丸ごと － 不検出53 11 29 玉ねぎ 北海道 不検出



　 【わかば保育園】　 【わかば保育園】　 【わかば保育園】　 【わかば保育園】

1 11 1 給食丸ごと － 不検出2 11 1 木綿豆腐 福島県 不検出3 11 1 ほうれん草 福島県 不検出4 11 5 給食丸ごと － 不検出5 11 5 大根 千葉県 不検出6 11 5 鶏肝臓 福島県 不検出7 11 6 給食丸ごと － 不検出8 11 6 人参 北海道 不検出9 11 6 にら 福島県 不検出10 11 7 給食丸ごと － 不検出11 11 7 えのき茸 北海道 不検出12 11 7 じゃがいも 新潟県 不検出13 11 8 給食丸ごと － 不検出14 11 8 きゅうり 白河市 不検出15 11 8 キャベツ 千葉県 不検出16 11 11 給食丸ごと － 不検出17 11 11 林檎 青森県 不検出18 11 11 ピーマン 茨城県 不検出19 11 12 給食丸ごと － 不検出20 11 12 豚挽き肉 福島県 不検出21 11 12 もやし 郡山市 不検出22 11 13 給食丸ごと － 不検出23 11 13 卵 福島県 不検出24 11 13 小松菜 栃木県 不検出25 11 14 給食丸ごと － 不検出26 11 14 鶏ささみ 茨木県 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



27 11 14 ごぼう 青森県 不検出28 11 15 給食丸ごと － 不検出29 11 15 舞茸 静岡県 不検出30 11 15 しめじ 茨城県 不検出31 11 18 給食丸ごと － 不検出32 11 18 カジキマグロ 韓国 不検出33 11 18 大根 千葉県 不検出34 11 19 給食丸ごと － 不検出35 11 19 豚挽き肉 福島県 不検出36 11 19 えのき茸 新潟県 不検出37 11 20 給食丸ごと － 不検出38 11 20 鶏もも肉 茨木県 不検出39 11 20 蒟蒻 福島県 不検出40 11 21 給食丸ごと － 不検出41 11 21 玉ねぎ 北海道 不検出42 11 21 ほうれん草 福島県 不検出43 11 22 給食丸ごと － 不検出44 11 22 木綿豆腐 福島県 不検出45 11 22 長ネギ 白河市 不検出46 11 25 給食丸ごと － 不検出47 11 25 キャベツ 茨城県 不検出48 11 25 じゃが芋 北海道 不検出49 11 26 給食丸ごと － 不検出50 11 26 鶏ムネ肉 青森県 不検出51 11 26 しめじ 茨城県 不検出52 11 27 給食丸ごと － 不検出53 11 27 蒟蒻 福島県 不検出54 11 27 里芋 千葉県 不検出55 11 28 給食丸ごと － 不検出56 11 28 えのきたけ 埼玉県 不検出57 11 28 ごぼう 青森県 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 小松菜 茨城県 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 5 給食丸ごと － 不検出3 11 6 給食丸ごと － 不検出4 11 7 給食丸ごと － 不検出5 11 8 給食丸ごと － 不検出6 11 11 給食丸ごと － 不検出7 11 12 給食丸ごと － 不検出8 11 13 給食丸ごと － 不検出9 11 14 給食丸ごと － 不検出10 11 15 給食丸ごと － 不検出11 11 18 給食丸ごと － 不検出12 11 19 給食丸ごと － 不検出13 11 20 給食丸ごと － 不検出14 11 21 給食丸ごと － 不検出15 11 22 給食丸ごと － 不検出16 11 25 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

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

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



31 11 19 給食丸ごと － 不検出32 11 19 玉ねぎ 北海道 不検出33 11 19 キャベツ 岩手県 不検出34 11 20 給食丸ごと － 不検出35 11 20 えのき茸 新潟県 不検出36 11 20 小松菜 福島県 不検出37 11 21 給食丸ごと － 不検出38 11 21 豚肉 福島県 不検出39 11 21 きゅうり 福島県 不検出40 11 22 給食丸ごと － 不検出41 11 22 木綿豆腐 福島県 不検出42 11 22 ねぎ 福島県 不検出43 11 25 給食丸ごと － 不検出44 11 25 ロースハム 栃木県 不検出45 11 25 キャベツ 岩手県 不検出46 11 26 給食丸ごと － 不検出47 11 26 しめじ 新潟県 不検出48 11 26 きゅうり 福島県 不検出49 11 27 給食丸ごと － 不検出50 11 27 じゃがいも 北海道 不検出51 11 27 しいたけ 福島県 不検出52 11 28 給食丸ごと － 不検出53 11 28 えのき茸 新潟県 不検出54 11 28 小松菜 福島県 不検出55 11 29 給食丸ごと － 不検出56 11 29 豚肉 福島県 不検出57 11 29 玉ねぎ 北海道 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 豚ひき肉 青森県 不検出3 11 5 給食丸ごと － 不検出4 11 5 人参 北海道 不検出5 11 5 大根 千葉県 不検出6 11 6 給食丸ごと － 不検出7 11 6 鶏ささみ 青森県 不検出8 11 7 給食丸ごと － 不検出9 11 7 ピーマン 高知県 不検出10 11 8 給食丸ごと － 不検出11 11 8 木綿豆腐 白河市表郷 不検出12 11 11 給食丸ごと － 不検出13 11 11 ほうれん草 福島県 不検出14 11 12 給食丸ごと － 不検出15 11 12 しめじ 茨城県 不検出16 11 12 油揚げ 郡山市 不検出17 11 13 給食丸ごと － 不検出18 11 13 キウイフルーツ ニュージーランド 不検出19 11 14 給食丸ごと － 不検出20 11 14 柿 和歌山県 不検出21 11 15 給食丸ごと － 不検出22 11 15 鶏もも肉 青森県 不検出23 11 18 給食丸ごと － 不検出24 11 18 豚もも肉 青森県 不検出25 11 19 給食丸ごと － 不検出

件数 備考産地検体名検査日 検査値



26 11 19 えのき茸 新潟県 不検出27 11 20 給食丸ごと － 不検出28 11 20 じゃがいも 北海道 不検出29 11 20 糸こんにゃく 石川町 不検出30 11 21 給食丸ごと － 不検出31 11 21 きゅうり 埼玉県 不検出32 11 22 給食丸ごと － 不検出33 11 22 長ネギ 福島県 不検出34 11 25 給食丸ごと － 不検出35 11 25 ごぼう 青森県 不検出36 11 26 給食丸ごと － 不検出37 11 26 鶏むね肉 青森県 不検出38 11 27 給食丸ごと － 不検出39 11 27 大根 千葉県 不検出40 11 28 給食丸ごと － 不検出41 11 28 かじきまぐろ 台湾 不検出42 11 29 給食丸ごと － 不検出43 11 29 豚ひき肉 青森県 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 11 1 給食丸ごと － 不検出2 11 1 かぶ 福島県 不検出3 11 5 給食丸ごと － 不検出4 11 5 白菜 茨城県 不検出5 11 11 給食丸ごと － 不検出6 11 11 キャベツ 宮城 不検出7 11 12 給食丸ごと － 不検出8 11 12 玉葱 北海道 不検出9 11 13 給食丸ごと － 不検出10 11 13 もやし 栃木県 不検出11 11 14 給食丸ごと － 不検出12 11 14 キウイフルーツ 大分県 不検出13 11 15 給食丸ごと － 不検出14 11 15 鶏ささ身 岩手県 不検出15 11 19 給食丸ごと － 不検出16 11 19 大根 福島県 不検出17 11 20 給食丸ごと － 不検出18 11 20 えのき茸 新潟県 不検出19 11 21 給食丸ごと － 不検出20 11 21 みかん 福岡県 不検出21 11 22 給食丸ごと － 不検出22 11 22 豚挽肉 栃木県 不検出23 11 25 給食丸ごと － 不検出24 11 25 ねぎ 福島県 不検出25 11 26 給食丸ごと － 不検出26 11 26 生姜 高知県 不検出27 11 27 給食丸ごと － 不検出28 11 27 しめじ 新潟県 不検出29 11 28 給食丸ごと － 不検出30 11 28 れんこん 茨城県 不検出31 11 29 給食丸ごと － 不検出32 11 29 ごぼう 青森県 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



令和1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

焼きそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 386 kcal

きゅうりの中華和え

ヨーグルト

かぶのスープ 脂　質 8.0 ｇ

食物繊維 3.5 ｇ

食塩相当 1.9 ｇ

さけのマヨネーズ焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 480 kcal

ささみのあえもの

ゼリー

みそ汁 脂　質 11.5 ｇ

ご飯 食物繊維 2.2 ｇ

食塩相当 1.6 ｇ

レバーのカレー炒め ｴﾈﾙｷﾞｰ 446 kcal

コーンサラダ

果物

みそ汁 脂　質 11.0 ｇ

ふりかけご飯 食物繊維 3.1 ｇ

食塩相当 1.2 ｇ

マーボ豆腐 ｴﾈﾙｷﾞｰ 464 kcal

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え

果物

のっぺい汁 脂　質 13.7 ｇ

ご飯 食物繊維 4.5 ｇ

食塩相当 1.3 ｇ

カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 427 kcal

コールスローサラダ

えのきスープ

果物 脂　質 9.2 ｇ

食物繊維 3.8 ｇ

食塩相当 2.5 ｇ

豆腐ハンバーグ ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal

ポテトサラダ

果物

みそ汁 脂　質 20.4 ｇ

ご飯 食物繊維 3.2 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

ホットドッグ ｴﾈﾙｷﾞｰ 452 kcal

ほうれん草のｼｰﾁｷﾝ和え

果物

クラムチャウダー 脂　質 20.2 ｇ

食物繊維 3.4 ｇ

食塩相当 2.4 ｇ

じゃじゃうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 412 kcal

ジャーマンポテト

果物

脂　質 9.0 ｇ

食物繊維 4.4 ｇ

食塩相当 2.6 ｇ

ハムカツ ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal

小松菜の磯和え

果物

鶏スープ 脂　質 16.3 ｇ

ご飯 食物繊維 3.0 ｇ

食塩相当 2.4 ｇ

炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 549 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 1.7 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

果物

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

まぐろの竜田揚げ ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal

高野豆腐とｷｬﾍﾞﾂの卵とじ

ゼリー

みそ汁 脂　質 15.5 ｇ

ご飯 食物繊維 2.2 ｇ

食塩相当 1.4 ｇ

ﾐｰﾄｿｰｽｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal

コーンサラダ

りんごゼリー

えのきスープ 脂　質 11.7 ｇ

食物繊維 3.8 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

たんぱく質 12.6 ｇ

／

水水水水

20202020

サラダ油／小麦粉（薄

力粉）／有塩バター／

とうもろこし缶詰(ﾎｰ

ﾙ)／スパゲティー

豚ひき肉／牛ひき肉／

ｽｷﾑﾐﾙｸ／木綿豆腐／

カットわかめ

にんにく(りん茎)／に

んじん／玉葱／青ピー

マン／キャベツ／きゅ

うり／えのきたけ

麦茶

さつまいも蒸しパン

麦茶

パイ菓子

たんぱく質 22.5 ｇ

／

火火火火

19191919

かたくり粉／サラダ油

／上白糖／オレンジゼ

リー／じゃがいも／水

稲穀粒(精白米)

かじきまぐろ／豚中型

種モモ(脂身付き)／た

まご／凍り豆腐／木綿

豆腐／煮干し

しょうが／キャベツ／

だいこん／にんじん／

ほうれんそう

牛乳

バナナ

麦茶

チーズ

たんぱく質 22.7 ｇ

／

月月月月

18181818

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 20.7 ｇ

／

金金金金

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 22.0 ｇ

／

木木木木

14141414

小麦粉（薄力粉）／パ

ン粉(乾燥)／サラダ油

／水稲穀粒(精白米)

プレスハム／たまご／

焼きのり／木綿豆腐／

鶏若鶏肉モモ(皮付き)

／花かつお

こまつな／キウイフ

ルーツ／にら／にんじ

ん／玉葱

牛乳

クリームパン

麦茶

ボーロ

たんぱく質 11.3 ｇ

／

水水水水

13131313

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

果物(バナナ)

たんぱく質 14.7 ｇ

／

火火火火

12121212

有塩バター／ごま油／

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／わかめ／

ツナ缶詰(水煮ﾌﾚｰｸﾗｲ

ﾄ)／ベーコン／あさり

キャベツ／青ピーマン

／ほうれんそう／りん

ご／にんじん／玉葱／

パセリ

麦茶

プリン

麦茶

パイ菓子

たんぱく質 19.5 ｇ

／

月月月月

11111111

パン粉(生)／大豆油／

じゃがいも／水稲穀粒

(精白米)

木綿豆腐／豚ひき肉／

たまご／ロースハム／

煮干し

玉葱／きゅうり／にん

じん／温州蜜柑(普通､

生)／キャベツ

牛乳

マドレーヌ

麦茶

ウエハース

たんぱく質 11.1 ｇ

／

金金金金

8888

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／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／みかん缶詰

(果肉)／えのきたけ／

かき(甘がき)

きになる野菜

せんべい

麦茶

クラッカー

たんぱく質 14.7 ｇ

／

木木木木

7777

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 18.1 ｇ

／

水水水水

6666

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

蒸しパン

麦茶

ウエハース

たんぱく質 25.2 ｇ

／

火火火火

5555

ごま油／上白糖／ごま

(いり）白／オレンジ

ゼリー／水稲穀粒(精

白米)

さけ／鶏若鶏肉ささ身

／木綿豆腐／煮干し

ほうれんそう／はくさ

い／にんじん

牛乳

カステラ

麦茶

せんべい

たんぱく質 14.3 ｇ

／

金金金金

1111

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／

ヨーグルト　脱脂加糖

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／かぶ／こまつな

麦茶

おにぎり

麦茶

ウエハース

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　　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

いりどり ｴﾈﾙｷﾞｰ 548 kcal

サラスパサラダ

果物

味噌汁 脂　質 17.1 ｇ

ふりかけご飯 食物繊維 5.7 ｇ

食塩相当 2.6 ｇ

ドライカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 485 kcal

しょう油ﾌﾚﾝﾁｻﾗﾀﾞ

ヨーグルト

春雨スープ 脂　質 8.5 ｇ

ご飯 食物繊維 2.6 ｇ

食塩相当 1.4 ｇ

鶏の照り焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcal

春雨サラダ

ゼリー

みそ汁 脂　質 14.3 ｇ

ご飯 食物繊維 2.0 ｇ

食塩相当 1.6 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

果物

みそ汁 脂　質 12.7 ｇ

ご飯 食物繊維 2.6 ｇ

食塩相当 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 2.8 ｇ

五目煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 458 kcal

たらこ人参

果物

みそ汁 脂　質 17.5 ｇ

ご飯 食物繊維 4.7 ｇ

食塩相当 2.2 ｇ

エビフライ ｴﾈﾙｷﾞｰ 532 kcal

ひじき煮

青菜スープ

果物 脂　質 20.5 ｇ

ご飯 食物繊維 4.4 ｇ

食塩相当 1.3 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 18.0 ｇ

脂　質 14.4 ｇ

食物繊維 3.5 ｇ

食塩相当

量

1.8 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。

秋も深まり、柿やぶどうなど旬を迎える果物がたくさんあります。

子どもたちにおいしい果物の味を覚えてもらう絶好のチャンスです。

ビタミンも豊富な果物は実に効能もさまざま。離乳期から食べられるものもあるので、上手にとり入れて風邪予防もいっしょに行いましょう。

ｇ

／

木木木木

クッキー

22222222

無塩バター／とうもろ

こし缶詰(ﾎｰﾙ)／サラ

ダ油／上白糖／普通は

るさめ(乾)／水稲穀粒

(精白米)

豚ひき肉／生わかめ／

ヨーグルト　脱脂加糖

／ベーコン／うずら卵

(水煮缶詰）／花かつ

お

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

／ほうれんそう

ジョア

せんべい

麦茶

クッキー

たんぱく質 17.2 ｇ

／

金金金金

牛乳

21212121

板こんにゃく／じゃが

いも／上白糖／サラダ

油／スパゲティー／と

うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)

／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／ボン

レスハム／油揚げ／煮

干し

にんじん／ごぼう／生

椎茸／きゅうり／温州

蜜柑(普通､生)／こま

つな／えのきたけ

大学芋

麦茶

たんぱく質 20.5

たんぱく質 19.8

たんぱく質 18.4

たんぱく質 19.1

たんぱく質 19.4

たんぱく質 16.3

ｇ

／

金金金金

29292929

小麦粉（薄力粉）／パ

ン粉(乾燥)／サラダ油

／じゃがいも／上白糖

／水稲穀粒(精白米)

くるまえび(養殖)／た

まご／干ひじき／大豆

(国産､ゆで）／鶏若鶏

肉胸(皮付き)／油揚げ

／花かつお

キャベツ／にんじん／

グリンピース／ごぼう

／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

ｇ

／

木木木木

28282828

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

牛乳

フランクフルト

麦茶

ウエハース

ｇ

／

水水水水

27272727

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)

牛乳

フレンチトースト１

麦茶

パイ菓子

ｇ

／

火火火火

26262626

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

ｇ

／

月月月月

25252525

サラダ油／普通はるさ

め(乾)／上白糖／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

きゅうり／にんじん／

ねぎ／ずいき

牛乳

ジャムパン

麦茶

せんべい（甘辛）

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

栄養知識

鮭は淡水の川で生まれた後、年月を重

ねて多様に変化しながら、えさが豊富

な海に出て、再び生まれ育った故郷の

川に戻って産卵します。

栄養的には健康に有効な成分がたくさ

んふくまれています。

肝臓機能回復や疲労回復の働きがある

と言われているアミノ酸の一種、タウ

リンやビタミンＢ１、細胞老化を防ぐ

DHAやEPAも多く含まれています。

秋から冬にかけて焼き物、鍋ものなど

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

うれしい効能

たっぷり冬野菜

冬野菜といえば大根・白菜・ネギ

ほうれん草・春菊など、体に必要な

栄養素がいっぱいです。体をあたた

めたり、風邪の予防や症状を和らげ

るなど、うれしい作用がたくさん

あります。冬の野菜をたっぷり

食べましょう。

●ほうれん草：鉄分が豊富

●だいこん：冬に甘みを増し消化酵素で

胃腸の働きを整える。

●白菜：淡白でほかの材料との調和が

良く、鍋にはなくてはならない野菜

体をあたためて風邪予防

風邪のウイルスを防ぐには免疫機能

を高めること、身体をあたためること

が大切です。

●身体をあたためるメニュー

鍋、おでん、うどん、雑炊、おじや

スープ煮、シチュー、グラタンなど

●身体をあたためる食品

ネギ、ニラ、玉葱、かぼちゃ、ごぼう

人参、大根、しょうが、ニンニクなど



令和1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

焼きそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 446 kcal

きゅうりの中華和え

ヨーグルト

かぶのスープ 脂　質 8.6 ｇ

食物繊維 4.1 ｇ

食塩相当 2.5 ｇ

さけのマヨネーズ焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 616 kcal

ささみのあえもの

ゼリー

みそ汁 脂　質 17.2 ｇ

ご飯 食物繊維 2.8 ｇ

食塩相当 1.9 ｇ

レバーのカレー炒め ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal

コーンサラダ

果物

みそ汁 脂　質 15.9 ｇ

ふりかけご飯 食物繊維 4.0 ｇ

食塩相当 1.5 ｇ

マーボ豆腐 ｴﾈﾙｷﾞｰ 604 kcal

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え

果物

のっぺい汁 脂　質 16.6 ｇ

ご飯 食物繊維 6.2 ｇ

食塩相当 1.5 ｇ

カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 541 kcal

コールスローサラダ

えのきスープ

果物 脂　質 10.0 ｇ

食物繊維 4.6 ｇ

食塩相当 3.1 ｇ

豆腐ハンバーグ ｴﾈﾙｷﾞｰ 771 kcal

ポテトサラダ

果物

みそ汁 脂　質 27.9 ｇ

ご飯 食物繊維 3.9 ｇ

食塩相当 2.2 ｇ

ホットドッグ ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal

ほうれん草のｼｰﾁｷﾝ和え

果物

クラムチャウダー 脂　質 21.0 ｇ

食物繊維 4.4 ｇ

食塩相当 3.1 ｇ

じゃじゃうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal

ジャーマンポテト

果物

脂　質 11.4 ｇ

食物繊維 5.2 ｇ

食塩相当 3.7 ｇ

ハムカツ ｴﾈﾙｷﾞｰ 677 kcal

小松菜の磯和え

果物

鶏スープ 脂　質 23.2 ｇ

ご飯 食物繊維 3.9 ｇ

食塩相当 3.0 ｇ

炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 705 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 23.2 ｇ

すまし汁 食物繊維 4.4 ｇ

食塩相当 2.0 ｇ

鶏手羽のサワー煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 645 kcal

肉と春雨の野菜炒め

果物

きのこ汁 脂　質 21.3 ｇ

ご飯 食物繊維 4.0 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

まぐろの竜田揚げ ｴﾈﾙｷﾞｰ 650 kcal

高野豆腐とｷｬﾍﾞﾂの卵とじ

ゼリー

みそ汁 脂　質 20.8 ｇ

ご飯 食物繊維 2.8 ｇ

食塩相当 1.7 ｇ

ﾐｰﾄｿｰｽｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal

コーンサラダ

りんごゼリー

えのきスープ 脂　質 11.4 ｇ

食物繊維 5.4 ｇ

食塩相当 2.2 ｇ

たんぱく質 17.2 ｇ

／

水水水水

20202020

サラダ油／小麦粉（薄

力粉）／有塩バター／

とうもろこし缶詰(ﾎｰ

ﾙ)／スパゲティー

豚ひき肉／牛ひき肉／

ｽｷﾑﾐﾙｸ／木綿豆腐／

カットわかめ

にんにく(りん茎)／に

んじん／玉葱／青ピー

マン／キャベツ／きゅ

うり／えのきたけ

麦茶

さつまいも蒸しパン

たんぱく質 29.2 ｇ

／

火火火火

19191919

かたくり粉／サラダ油

／上白糖／オレンジゼ

リー／じゃがいも／水

稲穀粒(精白米)

かじきまぐろ／豚中型

種モモ(脂身付き)／た

まご／凍り豆腐／木綿

豆腐／煮干し

しょうが／キャベツ／

だいこん／にんじん／

ほうれんそう

牛乳

バナナ

たんぱく質 29.1 ｇ

／

月月月月

18181818

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 28.0 ｇ

／

金金金金

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 30.2 ｇ

／

木木木木

14141414

小麦粉（薄力粉）／パ

ン粉(乾燥)／サラダ油

／水稲穀粒(精白米)

プレスハム／たまご／

焼きのり／木綿豆腐／

鶏若鶏肉モモ(皮付き)

／花かつお

こまつな／キウイフ

ルーツ／にら／にんじ

ん／玉葱

牛乳

クリームパン

たんぱく質 14.7 ｇ

／

水水水水

13131313

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 17.5 ｇ

／

火火火火

12121212

有塩バター／ごま油／

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／わかめ／

ツナ缶詰(水煮ﾌﾚｰｸﾗｲ

ﾄ)／ベーコン／あさり

キャベツ／青ピーマン

／ほうれんそう／りん

ご／にんじん／玉葱／

パセリ

麦茶

プリン

たんぱく質 26.6 ｇ

／

月月月月

11111111

パン粉(生)／大豆油／

じゃがいも／水稲穀粒

(精白米)

木綿豆腐／豚ひき肉／

たまご／ロースハム／

煮干し

玉葱／きゅうり／にん

じん／温州蜜柑(普通､

生)／キャベツ

牛乳

マドレーヌ

たんぱく質 13.7 ｇ

／

金金金金

8888

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／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／みかん缶詰

(果肉)／えのきたけ／

かき(甘がき)

きになる野菜

せんべい

たんぱく質 21.5 ｇ

／

木木木木

7777

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 24.8 ｇ

／

水水水水

6666

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

蒸しパン

たんぱく質 33.5 ｇ

／

火火火火

5555

ごま油／上白糖／ごま

(いり）白／オレンジ

ゼリー／水稲穀粒(精

白米)

さけ／鶏若鶏肉ささ身

／木綿豆腐／煮干し

ほうれんそう／はくさ

い／にんじん

牛乳

カステラ

たんぱく質 17.1 ｇ

／

金金金金

1111

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／

ヨーグルト　脱脂加糖

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／かぶ／こまつな

麦茶

おにぎり

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　　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

いりどり ｴﾈﾙｷﾞｰ 711 kcal

サラスパサラダ

果物

味噌汁 脂　質 23.2 ｇ

ふりかけご飯 食物繊維 7.3 ｇ

食塩相当 1.5 ｇ

ドライカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal

しょう油ﾌﾚﾝﾁｻﾗﾀﾞ

ヨーグルト

春雨スープ 脂　質 10.2 ｇ

食物繊維 3.1 ｇ

食塩相当 2.1 ｇ

鶏の照り焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 719 kcal

春雨サラダ

ゼリー

みそ汁 脂　質 20.9 ｇ

ご飯 食物繊維 2.5 ｇ

食塩相当 2.0 ｇ

まぐろのごまみそ和え ｴﾈﾙｷﾞｰ 619 kcal

コールスローサラダ

果物

みそ汁 脂　質 17.4 ｇ

ご飯 食物繊維 3.1 ｇ

食塩相当 2.9 ｇ

きのこあんかけうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 660 kcal

ポテトサラダ

ワインゼリー

脂　質 22.9 ｇ

食物繊維 4.2 ｇ

食塩相当 3.9 ｇ

五目煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 620 kcal

たらこ人参

果物

みそ汁 脂　質 24.2 ｇ

ご飯 食物繊維 5.9 ｇ

食塩相当 2.8 ｇ

エビフライ ｴﾈﾙｷﾞｰ 682 kcal

ひじき煮

青菜スープ

果物 脂　質 25.9 ｇ

ご飯 食物繊維 5.4 ｇ

食塩相当 1.4 ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 622 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 24.0 ｇ

脂　質 18.7 ｇ

食物繊維 4.4 ｇ

食塩相当

量

2.3 ｇ

たんぱく質 21.4 ｇ

／

金金金金

22222222

無塩バター／とうもろ

こし缶詰(ﾎｰﾙ)／サラ

ダ油／上白糖／普通は

るさめ(乾)／水稲穀粒

(精白米)

豚ひき肉／生わかめ／

ヨーグルト　脱脂加糖

／ベーコン／うずら卵

(水煮缶詰）／花かつ

お

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

／ほうれんそう

ジョア

せんべい

たんぱく質 22.6 ｇ

／

木木木木

21212121

板こんにゃく／じゃが

いも／上白糖／サラダ

油／スパゲティー／と

うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)

／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／ボン

レスハム／油揚げ／煮

干し

にんじん／ごぼう／生

椎茸／きゅうり／温州

蜜柑(普通､生)／こま

つな／えのきたけ

牛乳

大学芋

ビタミンも豊富な果物は実に効能もさまざま。離乳期から食べられるものもあるので、上手にとり入れて風邪予防もいっしょに行いましょう。

秋も深まり、柿やぶどうなど旬を迎える果物がたくさんあります。

子どもたちにおいしい果物の味を覚えてもらう絶好のチャンスです。

※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。

たんぱく質 27.3 ｇ

／

金金金金

29292929

小麦粉（薄力粉）／パ

ン粉(乾燥)／サラダ油

／じゃがいも／上白糖

／水稲穀粒(精白米)

くるまえび(養殖)／た

まご／干ひじき／大豆

(国産､ゆで）／鶏若鶏

肉胸(皮付き)／油揚げ

／花かつお

キャベツ／にんじん／

グリンピース／ごぼう

／こまつな／えのきた

け／りんご

牛乳

パイ菓子

たんぱく質 27.0 ｇ

／

木木木木

28282828

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

牛乳

フランクフルト

たんぱく質 25.8 ｇ

／

水水水水

27272727

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)

牛乳

フレンチトースト１

たんぱく質 26.1 ｇ

／

火火火火

26262626

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

たんぱく質 26.3 ｇ

／

月月月月

25252525

サラダ油／普通はるさ

め(乾)／上白糖／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

きゅうり／にんじん／

ねぎ／ずいき

牛乳

ジャムパン

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

栄養知識

鮭は淡水の川で生まれた後、年月を重

ねて多様に変化しながら、えさが豊富

な海に出て、再び生まれ育った故郷の

川に戻って産卵します。

栄養的には健康に有効な成分がたくさ

んふくまれています。

肝臓機能回復や疲労回復の働きがある

と言われているアミノ酸の一種、タウ

リンやビタミンＢ１、細胞老化を防ぐ

DHAやEPAも多く含まれています。

秋から冬にかけて焼き物、鍋ものなど

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

うれしい効能

たっぷり冬野菜

冬野菜といえば大根・白菜・ネギ

ほうれん草・春菊など、体に必要な

栄養素がいっぱいです。体をあたた

めたり、風邪の予防や症状を和らげ

るなど、うれしい作用がたくさん

あります。冬の野菜をたっぷり

食べましょう。

●ほうれん草：鉄分が豊富

●だいこん：冬に甘みを増し消化酵素で

胃腸の働きを整える。

●白菜：淡白でほかの材料との調和が

良く、鍋にはなくてはならない野菜

体をあたためて風邪予防

風邪のウイルスを防ぐには免疫機能

を高めること、身体をあたためること

が大切です。

●身体をあたためるメニュー

鍋、おでん、うどん、雑炊、おじや

スープ煮、シチュー、グラタンなど

●身体をあたためる食品

ネギ、ニラ、玉葱、かぼちゃ、ごぼう

人参、大根、しょうが、ニンニクなど



 【西こども園 】 【西こども園 】 【西こども園 】 【西こども園 】

1 11 1 給食丸ごと － 不検出2 11 7 給食丸ごと － 不検出3 11 8 給食丸ごと － 不検出4 11 13 給食丸ごと － 不検出5 11 20 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 27 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、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　小針百未月 火 水 木 金・主食 Aм飲み物 はと麦茶・汁、スープ類 Aмおやつ ハーベスト・主菜 野菜ジュース・副菜 Pм飲み物 まがりせんべい・デザート Pмおやつ   黄 赤 緑 黄 赤 緑米、砂糖、片栗粉 豚ひき肉 チンゲン菜、人参力や熱になる 血や筋肉に　 体の調子を しゅうまいの皮 しめじ、えのき             なる 　　　　整える ごま 玉ねぎ、ほうれん草ごま油 もやし、しょうが○野菜ジュース オレンジ補ってほしい食品・・・4　　　文化の日　振替休日 7牛乳、ギンビス 野菜ジュース 麦茶 鉄牛乳ビスケット じゃこ米 アンパンマン クラッカーぶどうジュース ブロッコリーサラダ はと麦茶 せんべい 麦茶ぱりんこ みかん ☆鮭おにぎり 牛乳 カルシウム☆マドレーヌ せんべい黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、砂糖、油 鶏ひき肉、卵 〇ぶどうジュース うどん、油、里芋 ごぼう、人参 米、片栗粉、砂糖 豆腐、みそ、鶏肉 人参、ねぎ 米、砂糖、里芋 ◎鉄牛乳 ねぎじゃがいも 油揚げ、みそ しょうが、玉ねぎ さつまいも、天ぷら粉 豚肉、豆腐、みそ 大根、ねぎ マヨネーズ ハム、〇牛乳 かぼちゃ じゃがいも 鮭、豆腐、みそ 人参、ごぼうオリーブオイル ベーコン 人参、万能ねぎ ごま油,砂糖 〇鮭フレーク ブロッコリー 〇ホットケーキ粉 〇卵〇スキムミルク きゅうり 油、ごま 豚肉 大根◎牛乳 りんご 〇米〇ごま もやし、みかん 〇バター キウイ グレープフルーツパセリ粉 ◎野菜ジュース 〇砂糖 しょうが補ってほしい食品・・・卵類 補ってほしい食品・・・大豆製品類11 麦茶 牛乳 麦茶 ぶどうジュース 麦茶1才からの 源氏パイ ビスコ はとむぎせんべい やさしいかっぱえびせん りんごジュース 麦茶 ハッピーターンミロ ☆じゃがいも 牛乳 ☆フレンチ 鉄牛乳ココナッツサブレ グレープフルーツ ボーロ ☆ふかし芋 オレンジ トースト ロールケーキ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑食パン、マーガリン 鶏肉 りんごジャム、キャベツ 米、砂糖、マロニー ◎牛乳 大根、人参 米、砂糖 豚肉 白菜、人参 米、ごま、ごま油 豆腐、みそ、さんま ◎ぶどうジュース 米、麩、ごま 鶏肉、小豆 ほうれん草、人参〇鉄牛乳 人参、ケチャップ 油、ごま油 豚肉、かにかま 玉ねぎ、しめじ 片栗粉 ツナ〇牛乳 たけのこ、玉ねぎ 〇食パン〇砂糖 〇牛乳〇卵 わかめ、白菜 片栗粉、マカロニ ハム えのき、ねぎ和風ドレッシング 〇スキムミルク にんにく、もやし 〇チーズ きゅうり、〇青のり 〇さつまいも 卵 わかめ、キャベツ 〇バター〇粉糖 大根、小松菜 焼肉のたれ、もち米 〇鉄牛乳 きゅうり〇ミロ ブロッコリー、コーン 〇じゃがいも 〇りんごジュース 〇ごま きゅうり、キウイ 人参、オレンジ マヨネーズ 〇ホイップクリーム りんごカレールウ バナナ、玉ねぎ ○片栗粉 えのき、しょうが、 グレープフルーツ しょうが しょうが 〇チョコスプレー

1　　３～５歳児のお弁当の日ごはん中華スープしゅうまい

バナナ
補ってほしい食品・・・魚介類

5 6 8　　　３～５歳児お弁当の日二色丼 具だくさんうどん ごはん ごはん
ナムルオレンジ
補ってほしい食品・・・魚介類

りんご かぼちゃサラダ じゃがいものきんぴらキウイ グレープフルーツ玉ねぎのみそ汁 さつまいも天 ねぎのみそ汁 豚汁ジャーマンポテト 鶏肉の甘辛焼き 鮭の照り焼き
15　　七五三お祝いメニューりんごジャムパン ごはん 中華丼 ごはん 赤飯補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・魚介類12　　　　にこにこ給食 13 14ブロッコリーサラダ 春雨サラダ 大根サラダ マカロニサラダりんごコンソメスープ きのこのすまし汁 わかめスープ 豆腐のみそ汁 花麩のすまし汁鶏肉のカレー風味焼き 豚肉のしょうが焼き キャベツのツナサラダ さんまのごま焼き 鶏肉のつけだれ焼きキウイ

補ってほしい食品・・・卵類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・肉類 補ってほしい食品・・・魚介類



元年、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 金はと麦茶 牛乳 麦茶 ぶどうジュース ミロ、たべっこばかうけ アンパンマン １才からの おっとっと どうぶつベイビー野菜ジュース ビスケット サッポロポテト 牛乳 麦茶コーンサラダ 英字ビスケット 麦茶☆さつま芋の ココア ☆かぼちゃ 塩せんべいおにぎり バナナ ☆ホットケーキ 蒸しぱん チーズ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、ごま みそ、鶏肉 かぼちゃ、大根 中華麺、ごま油 なると、鶏肉 ねぎ、ほうれん草 米、片栗粉、砂糖 豆腐、みそ、かれい なめこ、ねぎ 米、じゃがいも、油 豚肉、卵、ハム ◎ぶどうジュース 米、じゃがいも ◎鉄牛乳 人参、ほうれん草砂糖 ヨーグルト、ちくわ 人参、ケチャップ 片栗粉、砂糖 ハム コーン、のり、人参 マヨネーズ、ごま かにかま〇牛乳 小松菜、人参 片栗粉、カレールウ ○牛乳 玉ねぎ、人参 片栗粉、砂糖 ◎スキムミルク 玉ねぎ、万能ねぎキャベツ、コーン 〇さつまいも ◎牛乳 きゅうり、しょうが ごま油〇ココア 〇スキムミルク 切り干し大根 フレンチドレッシング ○スキムミルク 椎茸、チンゲン菜 ◎ミロ みそ、鶏ひき肉 にら、しょうがグレープフルーツ 〇ごま〇米 にんにく、りんご 〇ホットケーキ粉 ○卵○鉄牛乳 きゅうり、バナナ 〇蒸しぱん粉 グレープフルーツ、 キャベツ、コーン 卵 オレンジカレールウ しょうが、にんにく、 ○野菜ジュース 油、マカロニ、 マヨネーズ 〇ケーキシロップ 野菜ふりかけ ○砂糖 ○かぼちゃパウダー、きゅうり 〇チーズ もやし補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・肉類 補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・・きのこ類牛乳 麦茶 ぶどうジュース ココア 麦茶マリービスケット アンパンマン 1才からの クラッカー プチシュー麦茶 せんべい かっぱえびせん 麦茶 野菜ジュースカルシウム 鉄牛乳 牛乳 ☆お好み焼き カルシウムせんべいみかん ヨーグルト ☆手作りクッキー オレンジ ☆スイートポテト黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、小麦粉 ◎牛乳 大根、ねぎ 米、パン粉、砂糖 合ひき肉、鉄牛乳 キャベツ、人参 米、片栗粉、油 豆腐、ハム ねぎ、人参 スパゲティ、砂糖 ◎鉄牛乳○豚肉 トマト缶、玉ねぎ、しめじ 米、油、こんにゃく 油揚げ、みそ 大根、ねぎバター 納豆 人参、小松菜 〇チョコチップ スキムミルク、卵 えのき じゃがいも 鶏肉、みそ ほうれん草 フライドポテト ◎スキムミルク にんにく、ケチャップ 砂糖、牛脂 豚肉、牛肉 小松菜、白菜、椎茸鮭、みそ 白菜、きゅうり 〇ホットケーキ粉 かまぼこ〇牛乳 玉ねぎ、水菜 マヨネーズ 〇卵〇鉄牛乳 きゅうり、オレンジ オリーブ油◎ココア 豚ひき肉、○卵 わかめ、人参、コーン 和風ドレッシング ちくわ キャベツ、人参〇ヨーグルト みかん 〇バター○砂糖 ○スキムミルク ケチャップ、キウイ 〇さつまいも 〇スキムミルク ◎ぶどうジュース 〇お好み焼き粉 ベーコン○かつお節 ほうれん草、もやし きゅうり、コーン○鉄牛乳 万能ねぎ 〇バター○砂糖 ○牛乳 にんにく、しょうが 〇マヨネーズ〇油 ○青のり、パセリ、 バナナ〇キャベツ ○野菜ジュース、 オレンジ補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・大豆製品類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・大豆製品類 補ってほしい食品・・・種実類※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　４４８Ｋｃａｌ たんぱく質　１５．５ｇ 脂質　１４．０ｇ 塩分　１．８ｇ カルシウム　　２３４ｍｇ

18 19　　年中組　希望献立 20 21 22　　　２～５歳児お弁当の日ごはん しょうゆラーメン 野菜ふりかけごはん カレーライス ごはん切り干し大根サラダ グレープフルーツ もやしの和え物オレンジかぼちゃのみそ汁 鶏肉のから揚げ なめこのみそ汁 たまごスープ じゃがいものみそ汁タンドリーチキン 白身魚のマヨ焼き キャベツのサラダ 焼きつくねマカロニサラダりんごグレープフルーツ
25 26 27 28 29納豆ごはん ごはん ごはん ミートスパゲティー ごはん白菜の浅漬け 水菜のサラダ ほうれん草ソテー キャベツの和え物バナナ オレンジ大根のみそ汁 きのこのスープ 豆腐のみそ汁 野菜スープ 油揚げのみそ汁鮭の和風ムニエル ハンバーグ 鶏肉のから揚げ 星ポテト すき焼き風煮物キウイ

※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。※園では、給食の放射能検査を行っています。※☆がついたおやつは手作りです。※園での給食（おやつを含む）では栄養が足りません。　 必ず朝食を食べてから登園しましょう。

補ってほしい食品・・・乳製品類 ポテトサラダ

＜根菜類が美味しくなる季節です＞＜根菜類が美味しくなる季節です＞＜根菜類が美味しくなる季節です＞＜根菜類が美味しくなる季節です＞季節が冬に近づき、土中で育つ大根、人参、ごぼう、いも類などの根菜類が美味しくなる季節となりました。地中の温度は年間を通して１５℃前後と温かく、根菜は栄養をたっぷり蓄えて甘みを増します。夏の疲れを癒し、寒い冬に備えて体を温めてくれる食材です。根菜類をたくさん入れた鍋や汁物などを食べて、



令和元年、11月の献立表（３～５才） ○午後のおやつ材料 献立作成　小針百未月 火 水 木 金・主食 Aм飲み物・汁、スープ類 Aмおやつ・主菜 野菜ジュース・副菜 Pм飲み物 まがりせんべい・デザート Pмおやつ   黄 赤 緑 黄 赤 緑○野菜ジュース力や熱になる 血や筋肉に　 体の調子を             なる 　　　　整える補ってほしい食品・・・4　　　文化の日　振替休日 7ぶどうジュース ちくわ天 はと麦茶 麦茶ぱりんこ ブロッコリーサラダ ☆鮭おにぎり 牛乳 カルシウムウエハース みかん ☆マドレーヌ せんべい黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、砂糖、油 鶏ひき肉、卵 〇ぶどうジュース うどん、油、里芋 ◎牛乳 ごぼう、人参 米、片栗粉、砂糖 豆腐、みそ、鶏肉 人参、ねぎじゃがいも 油揚げ、みそ しょうが、玉ねぎ さつまいも、天ぷら粉 豚肉、豆腐、みそ 大根、ねぎ マヨネーズ ハム、〇牛乳 かぼちゃオリーブオイル ベーコン 人参、万能ねぎ ごま油,砂糖 〇鮭フレーク ブロッコリー 〇ホットケーキ粉 〇卵〇スキムミルク きゅうりりんご 〇米〇ごま ちくわ もやし、みかん 〇バター キウイパセリ 青のり 〇砂糖補ってほしい食品・・・卵類 補ってほしい食品11 りんごジュース 麦茶ミロ ☆じゃがいも 牛乳 ☆フレンチ 鉄牛乳ココナッツサブレ グレープフルーツ ボーロ ☆ふかし芋 オレンジ トースト ロールケーキ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑３，4才（マーガリン） 牛乳、鶏肉 りんごジャム、キャベツ 米、砂糖、マロニー 大根、人参 米、砂糖 豚肉 白菜、人参 米、ごま、ごま油 豆腐、みそ、さんま しょうが 米、麩、ごま 鶏肉、小豆 ほうれん草、人参コッペパン 〇鉄牛乳 人参、ケチャップ 油、ごま油 豚肉、かにかま 玉ねぎ、しめじ 片栗粉 ツナ〇牛乳 たけのこ、玉ねぎ 〇食パン〇砂糖 〇牛乳〇卵 わかめ、白菜 片栗粉、マカロニ ハム えのき、ねぎ和風ドレッシング 〇スキムミルク にんにく、もやし 〇チーズ きゅうり、〇青のり 〇さつまいも 卵 わかめ、キャベツ 〇バター〇粉糖 大根、小松菜 焼肉のたれ、もち米 〇鉄牛乳 きゅうり〇ミロ ブロッコリー、コーン 〇じゃがいも 〇りんごジュース 〇ごま きゅうり、キウイ 人参、オレンジ マヨネーズ 〇ホイップクリーム りんごカレールウ バナナ、玉ねぎ ○片栗粉 えのき、しょうが、 グレープフルーツ しょうが 〇チョコスプレー
バナナ りんご
補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・・卵類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・肉類 補ってほしい食品・・・魚介類

キウイ
12　　　　にこにこ給食 13 14 15　　七五三お祝いメニュー補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・魚介類

1　　３～５歳児のお弁当の日
補ってほしい食品5 6 8　　　３～５歳児お弁当の日ジャーマンポテト 鶏肉の甘辛焼きりんご かぼちゃサラダ二色丼 具だくさんうどん ごはん玉ねぎのみそ汁 さつまいも天 ねぎのみそ汁

鶏肉のカレー風味焼き 豚肉のしょうが焼き さんまのごま焼き 鶏肉のつけだれ焼きキウイ マカロニサラダりんごジャムパン ごはん 中華丼 ごはん 赤飯コンソメスープ、牛乳 きのこのすまし汁 わかめスープ 豆腐のみそ汁 花麩のすまし汁キャベツのツナサラダブロッコリーサラダ 春雨サラダ 大根サラダ



元年、11月の献立表（３～５才） ○午後のおやつ材料月 火　　 水 木 金野菜ジュース 牛乳 麦茶コーンサラダ 英字ビスケット 麦茶☆さつま芋の ココア ☆かぼちゃ 塩せんべいチーズ おにぎり バナナ ☆ホットケーキ 蒸しぱん チーズ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、ごま みそ、鶏肉 かぼちゃ、大根 中華麺、ごま油 なると、鶏肉 ねぎ、ほうれん草 米、片栗粉、砂糖 豆腐、みそ、かれい なめこ、ねぎ 米、じゃがいも、油 豚肉、卵、ハム砂糖 ヨーグルト、ちくわ 人参、ケチャップ 片栗粉、砂糖 ハム コーン、のり、人参 マヨネーズ、ごま かにかま〇牛乳 小松菜、人参 片栗粉、カレールウ ○牛乳 玉ねぎ、人参○チーズ キャベツ、コーン 〇さつまいも きゅうり、しょうが ごま油〇ココア 〇スキムミルク 切り干し大根 フレンチドレッシング ○スキムミルク 椎茸、チンゲン菜グレープフルーツ 〇ごま〇米 にんにく、りんご 〇ホットケーキ粉 ○卵 きゅうり、バナナ 〇蒸しぱん粉 グレープフルーツ、 キャベツ、コーンカレールウ しょうが、にんにく、 ○野菜ジュース 油、マカロニ、 マヨネーズ 〇ケーキシロップ 野菜ふりかけ ○砂糖 ○かぼちゃパウダー、きゅうり 〇チーズ補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・肉類 補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品麦茶 麦茶 野菜ジュースカルシウム 鉄牛乳 牛乳 ☆お好み焼き カルシウムせんべいみかん ヨーグルト ☆手作りクッキー オレンジ ☆スイートポテト黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、小麦粉 大根、ねぎ 米、パン粉、砂糖 合ひき肉、鉄牛乳 キャベツ、人参 米、片栗粉、油 豆腐、ハム ねぎ、人参 スパゲティ、砂糖 ○豚肉 トマト缶、玉ねぎ、しめじ 米、油、こんにゃく 油揚げ、みそ 大根、ねぎバター 納豆 人参、小松菜 〇チョコチップ スキムミルク、卵 えのき じゃがいも 鶏肉、みそ ほうれん草 フライドポテト にんにく、ケチャップ 砂糖、牛脂 豚肉、牛肉 小松菜、白菜、椎茸鮭、みそ 白菜、きゅうり 〇ホットケーキ粉 かまぼこ〇牛乳 玉ねぎ、水菜 マヨネーズ 〇卵〇鉄牛乳 きゅうり、オレンジ オリーブ油 豚ひき肉、○卵 わかめ、人参、コーン 和風ドレッシング ちくわ キャベツ、人参〇ヨーグルト みかん 〇バター○砂糖 ○スキムミルク ケチャップ、キウイ 〇さつまいも 〇スキムミルク しょうが 〇お好み焼き粉 ベーコン○かつお節 ほうれん草、もやし きゅうり、コーン○鉄牛乳 万能ねぎ 〇バター○砂糖 ○牛乳 にんにく 〇マヨネーズ〇油 ○青のり、パセリ、 バナナ〇キャベツ ○野菜ジュース、 オレンジ補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・大豆製品類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・大豆製品類 補ってほしい食品・・・種実類※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　５４２Ｋｃａｌ たんぱく質　１９．４ｇ 脂質　１６．１ｇ 塩分　２．０ｇ カルシウム　　２１４ｍｇ※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。

18 19　　年中組　希望献立 20 21 22　　　２～５歳児お弁当の日ごはん しょうゆラーメン 野菜ふりかけごはん カレーライスかぼちゃのみそ汁 鶏肉のから揚げ なめこのみそ汁 たまごスープりんご

※園では、給食の放射能検査を行っています。

鮭の和風ムニエル ハンバーグ 鶏肉のから揚げ 星ポテト すき焼き風煮物ほうれん草ソテー キャベツの和え物白菜の浅漬け 水菜のサラダキウイ バナナ オレンジ

※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。

納豆ごはん ごはん ごはん ミートスパゲティー ごはん大根のみそ汁 きのこのスープ 豆腐のみそ汁 野菜スープ 油揚げのみそ汁25 26 27 28
グレープフルーツ

ポテトサラダ補ってほしい食品・・・乳製品類 29
タンドリーチキン マカロニサラダ 白身魚のマヨ焼き キャベツのサラダ切り干し大根サラダ グレープフルーツ

＜根菜類が美味しくなる季節です＞＜根菜類が美味しくなる季節です＞＜根菜類が美味しくなる季節です＞＜根菜類が美味しくなる季節です＞季節が冬に近づき、土中で育つ大根、人参、ごぼう、いも類などの根菜類が美味しくなる季節となりました。地中の温度は年間を通して１５℃前後と温かく、根菜は栄養をたっぷり蓄えて甘みを増します。夏の疲れを癒し、寒い冬に備えて体を温めてくれる食材です。根菜類をたくさん入れた鍋や汁物などを食べて、



 【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 5 給食丸ごと － 不検出3 11 6 給食丸ごと － 不検出4 11 7 給食丸ごと － 不検出5 11 8 給食丸ごと － 不検出6 11 11 給食丸ごと － 不検出7 11 12 給食丸ごと － 不検出8 11 13 給食丸ごと － 不検出9 11 14 給食丸ごと － 不検出10 11 15 給食丸ごと － 不検出11 11 18 給食丸ごと － 不検出12 11 19 給食丸ごと － 不検出13 11 20 給食丸ごと － 不検出14 11 21 給食丸ごと － 不検出15 11 22 給食丸ごと － 不検出16 11 25 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
　◆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 牛乳 郡山市 不検出3 11 5 給食丸ごと － 不検出4 11 5 ホールトマト イタリア 不検出5 11 6 給食丸ごと － 不検出6 11 6 玉ねぎ 北海道 不検出7 11 7 給食丸ごと － 不検出8 11 7 かぼちゃ 北海道 不検出9 11 8 給食丸ごと － 不検出10 11 8 豆腐 群馬県 不検出11 11 11 給食丸ごと － 不検出12 11 11 えのき 新潟県 不検出13 11 12 給食丸ごと － 不検出14 11 12 牛乳 郡山市 不検出15 11 13 給食丸ごと － 不検出16 11 13 かぼちゃ 北海道 不検出17 11 14 給食丸ごと － 不検出18 11 14 じゃがいも 北海道 不検出19 11 15 給食丸ごと － 不検出20 11 15 玉ねぎ 北海道 不検出21 11 18 給食丸ごと － 不検出22 11 18 さつまいも 茨城県 不検出23 11 19 給食丸ごと － 不検出

件数 備考産地検体名検査日 検査値



24 11 19 ホールトマト イタリア 不検出25 11 20 給食丸ごと － 不検出26 11 20 玉ねぎ 北海道 不検出27 11 21 給食丸ごと － 不検出28 11 21 かぼちゃ 北海道 不検出29 11 22 給食丸ごと － 不検出30 11 22 えのき 新潟県 不検出31 11 25 給食丸ごと － 不検出32 11 25 牛乳 郡山市 不検出33 11 26 給食丸ごと － 不検出34 11 26 玉ねぎ 北海道 不検出35 11 27 給食丸ごと － 不検出36 11 27 豆腐 群馬県 不検出37 11 28 給食丸ごと － 不検出38 11 28 ホールトマト イタリア 不検出39 11 29 給食丸ごと － 不検出40 11 29 さつまいも 茨城県 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 11 7 給食丸ごと － 不検出2 11 7 豆腐 群馬県 不検出3 11 11 給食丸ごと － 不検出4 11 11 玉ねぎ 北海道 不検出5 11 14 給食丸ごと － 不検出6 11 14 豆腐 群馬県 不検出7 11 18 給食丸ごと － 不検出8 11 18 豆腐 群馬県 不検出9 11 21 給食丸ごと － 不検出10 11 21 キャベツ 愛知県 不検出11 11 28 給食丸ごと － 不検出12 11 28 人参 千葉県 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 11 6 給食丸ごと － 不検出2 11 20 給食丸ごと － 不検出3 11 27 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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