
1 12 2 給食丸ごと － 不検出2 12 2 もやし 郡山市 不検出3 12 2 ねぎ 福島県 不検出4 12 3 給食丸ごと － 不検出5 12 3 里芋 白河市 不検出6 12 3 りんご 福島県 不検出7 12 4 給食丸ごと － 不検出8 12 4 じゃがいも 北海道 不検出9 12 5 給食丸ごと － 不検出10 12 5 卵 福島県 不検出11 12 5 鶏挽肉 岩手県 不検出12 12 6 給食丸ごと － 不検出13 12 6 みかん 和歌山県 不検出14 12 6 ほうれん草 栃木県 不検出15 12 9 給食丸ごと － 不検出16 12 9 キャベツ 千葉県 不検出17 12 9 きゅうり 宮崎県 不検出18 12 10 給食丸ごと － 不検出19 12 10 ピーマン 高知県 不検出20 12 11 給食丸ごと － 不検出21 12 11 椎茸 福島県 不検出22 12 12 給食丸ごと － 不検出23 12 12 玉ねぎ 北海道 不検出24 12 12 白菜 茨城県 不検出25 12 13 給食丸ごと － 不検出26 12 13 バナナ フィリピン 不検出27 12 13 豆腐 郡山市 不検出28 12 16 給食丸ごと － 不検出29 12 16 ブロッコリー 愛知県 不検出

【さくら保育園】【さくら保育園】【さくら保育園】【さくら保育園】

検体名 備考件数 検査日 産地 検査値



30 12 16 にら 白河市 不検出31 12 17 給食丸ごと － 不検出32 12 17 キャベツ 千葉県 不検出33 12 17 ごぼう 青森県 不検出34 12 18 給食丸ごと － 不検出35 12 18 チンゲン菜 静岡県 不検出36 12 19 給食丸ごと － 不検出37 12 19 大根 千葉県 不検出38 12 19 かぼちゃ メキシコ 不検出39 12 20 給食丸ごと － 不検出40 12 20 豚ひき肉 秋田県 不検出41 12 23 まるごと 不検出42 12 23 じゃがいも 北海道 不検出43 12 24 給食丸ごと － 不検出44 12 24 豆腐 郡山市 不検出45 12 25 給食丸ごと － 不検出46 12 25 白菜 白河市 不検出47 12 26 給食丸ごと － 不検出48 12 26 もやし 郡山市 不検出49 12 27 給食丸ごと － 不検出50 12 27 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 2 給食丸ごと － 不検出2 12 2 鯖 青森県 不検出3 12 2 じゃがいも 北海道 不検出4 12 3 給食丸ごと － 不検出5 12 3 糸こんにゃく 福島県 不検出6 12 3 大根 千葉県 不検出7 12 4 給食丸ごと － 不検出8 12 4 鶏ムネ肉 北海道 不検出9 12 4 玉ねぎ 北海道 不検出10 12 5 給食丸ごと － 不検出11 12 5 卵 福島県 不検出12 12 5 きゅうり 福島県 不検出13 12 6 給食丸ごと － 不検出14 12 6 もやし 郡山市 不検出15 12 6 ほうれん草 栃木県 不検出16 12 9 給食丸ごと － 不検出17 12 9 えのき茸 新潟県 不検出18 12 9 長ネギ 福島県 不検出19 12 10 給食丸ごと － 不検出20 12 10 かぶ 白河市 不検出21 12 10 豚もも肉 福島県 不検出22 12 11 給食丸ごと － 不検出23 12 11 なめこ 福島県 不検出24 12 11 鶏もも肉 北海道 不検出25 12 12 給食丸ごと － 不検出26 12 12 カジキマグロ 台湾 不検出27 12 12 白菜 茨城県 不検出28 12 13 給食丸ごと － 不検出29 12 13 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 13 チンゲン菜 静岡県 不検出31 12 16 給食丸ごと － 不検出32 12 16 豚挽き肉 福島県 不検出33 12 16 韮 白河市 不検出34 12 17 給食丸ごと － 不検出35 12 17 キャベツ 千葉県 不検出36 12 17 ごぼう 青森県 不検出37 12 18 給食丸ごと － 不検出38 12 18 林檎 福島県 不検出39 12 18 れんこん 茨城県 不検出40 12 19 給食丸ごと － 不検出41 12 19 鶏ササミ肉 北海道 不検出42 12 19 かぼちゃ メキシコ 不検出43 12 20 給食丸ごと － 不検出44 12 20 人参 茨城県 不検出45 12 20 長ネギ 福島県 不検出46 12 23 給食丸ごと － 不検出47 12 23 木綿豆腐 福島県 不検出48 12 23 ブロッコリー 愛知県 不検出49 12 24 給食丸ごと － 不検出50 12 24 じゃが芋 北海道 不検出51 12 24 ピーマン 高知県 不検出52 12 25 給食丸ごと － 不検出53 12 25 鶏もも肉 北海道 不検出54 12 25 白菜 白河市 不検出55 12 26 給食丸ごと － 不検出56 12 26 玉ネギ 北海道 不検出57 12 26 チンゲン菜 静岡県 不検出58 12 27 給食丸ごと － 不検出59 12 27 きゅうり 宮崎県 不検出60 12 27 キャベツ 千葉県 不検出



　【おもてごう保育園】　【おもてごう保育園】　【おもてごう保育園】　【おもてごう保育園】

1 12 2 給食丸ごと － 不検出2 12 3 給食丸ごと － 不検出3 12 4 給食丸ごと － 不検出4 12 5 給食丸ごと － 不検出5 12 6 給食丸ごと － 不検出6 12 9 給食丸ごと － 不検出7 12 10 給食丸ごと － 不検出8 12 11 給食丸ごと － 不検出9 12 12 給食丸ごと － 不検出10 12 13 給食丸ごと － 不検出11 12 16 給食丸ごと － 不検出12 12 17 給食丸ごと － 不検出13 12 18 給食丸ごと － 不検出14 12 19 給食丸ごと － 不検出15 12 20 給食丸ごと － 不検出16 12 23 給食丸ごと － 不検出17 12 24 給食丸ごと － 不検出18 12 25 給食丸ごと － 不検出19 12 26 給食丸ごと － 不検出20 12 27 給食丸ごと － 不検出

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 2 給食丸ごと － 不検出2 12 2 木綿豆腐 福島県 不検出3 12 2 ほうれん草 群馬県 不検出4 12 3 給食丸ごと － 不検出5 12 3 大根 岩手県 不検出6 12 3 白菜 茨城県 不検出7 12 4 給食丸ごと － 不検出8 12 4 玉ねぎ 北海道 不検出9 12 4 キャベツ 岩手県 不検出10 12 5 給食丸ごと － 不検出11 12 5 鶏肉 岩手県 不検出12 12 5 きゅうり 福島県 不検出13 12 6 給食丸ごと － 不検出14 12 6 じゃがいも 北海道 不検出15 12 6 もやし 福島県 不検出16 12 9 給食丸ごと － 不検出17 12 9 りんご 福島県 不検出18 12 9 えのき茸 新潟県 不検出19 12 10 給食丸ごと － 不検出20 12 10 かぶ 福島県 不検出21 12 10 もやし 福島県 不検出22 12 11 給食丸ごと － 不検出23 12 11 しめじ 新潟県 不検出24 12 11 人参 北海道 不検出25 12 12 給食丸ごと － 不検出26 12 12 玉ねぎ 北海道 不検出27 12 12 ロースハム 栃木県 不検出28 12 13 給食丸ごと － 不検出29 12 13 木綿豆腐 福島県 不検出30 12 13 白菜 茨城県 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



31 12 16 給食丸ごと － 不検出32 12 16 にら 茨城県 不検出33 12 16 ねぎ 福島県 不検出34 12 17 給食丸ごと － 不検出35 12 17 もやし 福島県 不検出36 12 17 しいたけ 福島県 不検出37 12 18 給食丸ごと － 不検出38 12 18 鶏肉 岩手県 不検出39 12 18 玉ねぎ 北海道 不検出40 12 19 給食丸ごと － 不検出41 12 19 大根 千葉県 不検出42 12 19 ブロッコリー 福島県 不検出43 12 20 給食丸ごと － 不検出44 12 20 木綿豆腐 福島県 不検出45 12 20 チンゲン菜 茨城県 不検出46 12 23 給食丸ごと － 不検出47 12 23 じゃがいも 北海道 不検出48 12 23 ピーマン 高知県 不検出49 12 24 給食丸ごと － 不検出50 12 24 たまねぎ 北海道 不検出51 12 24 チンゲン菜 茨城県 不検出52 12 25 給食丸ごと － 不検出53 12 25 白菜 茨城県 不検出54 12 25 きゅうり 千葉県 不検出55 12 26 給食丸ごと － 不検出56 12 26 豚肉 福島県 不検出57 12 26 もやし 福島県 不検出58 12 27 給食丸ごと － 不検出59 12 27 キャベツ 愛知県 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 12 2 給食丸ごと － 不検出2 12 2 人参 茨城県 不検出3 12 3 給食丸ごと － 不検出4 12 3 油揚げ 郡山市 不検出5 12 3 オレンジ オーストラリア 不検出6 12 4 給食丸ごと － 不検出7 12 4 キャベツ 茨城県 不検出8 12 5 給食丸ごと － 不検出9 12 5 鶏ひき肉 青森県 不検出10 12 6 給食丸ごと － 不検出11 12 6 みかん 和歌山県 不検出12 12 9 給食丸ごと － 不検出13 12 9 じゃがいも 北海道 不検出14 12 10 給食丸ごと － 不検出15 12 10 ピーマン 鹿児島県 不検出16 12 11 給食丸ごと － 不検出17 12 11 卵 中島村 不検出18 12 12 給食丸ごと － 不検出19 12 12 白菜 福島県 不検出20 12 13 給食丸ごと － 不検出21 12 13 長ネギ 福島県 不検出22 12 16 給食丸ごと － 不検出23 12 16 しいたけ 福島県 不検出24 12 17 給食丸ごと － 不検出25 12 17 ごぼう 青森県 不検出26 12 18 給食丸ごと － 不検出27 12 18 大根 千葉県 不検出28 12 19 給食丸ごと － 不検出

件数 備考産地検体名検査日 検査値



29 12 19 鶏ささみ 青森県 不検出30 12 20 給食丸ごと － 不検出31 12 20 木綿豆腐 白河市表郷 不検出32 12 23 給食丸ごと － 不検出33 12 23 ブロッコリー 愛知県 不検出34 12 24 給食丸ごと － 不検出35 12 24 チンゲン菜 静岡県 不検出36 12 25 給食丸ごと － 不検出37 12 25 人参 茨城県 不検出38 12 26 給食丸ごと － 不検出39 12 26 玉ねぎ 北海道 不検出40 12 26 ピーマン 鹿児島県 不検出41 12 27 給食丸ごと － 不検出42 12 27 米 白河市 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 12 2 給食丸ごと － 不検出2 12 2 小松菜 福島県 不検出3 12 3 給食丸ごと － 不検出4 12 3 オレンジ オーストラリア 不検出5 12 4 給食丸ごと － 不検出6 12 4 りんご 福島県 不検出7 12 5 給食丸ごと － 不検出8 12 5 キャベツ 千葉県 不検出9 12 6 給食丸ごと － 不検出10 12 6 大根 福島県 不検出11 12 9 給食丸ごと － 不検出12 12 9 ほうれん草 福島県 不検出13 12 10 給食丸ごと － 不検出14 12 10 にんにく 青森県 不検出15 12 11 給食丸ごと － 不検出16 12 11 ピーマン 高知県 不検出17 12 12 給食丸ごと － 不検出18 12 12 ねぎ 福島県 不検出19 12 13 給食丸ごと － 不検出20 12 13 玉葱 北海道 不検出21 12 16 給食丸ごと － 不検出22 12 16 チンゲン菜 静岡県 不検出23 12 17 給食丸ごと － 不検出24 12 17 人参 茨城県 不検出25 12 18 給食丸ごと － 不検出26 12 18 もやし 栃木県 不検出

備考件数 検査日 検体名 産地 検査値



27 12 19 給食丸ごと － 不検出28 12 19 じゃが芋 北海道 不検出29 12 20 給食丸ごと － 不検出30 12 20 かぼちゃ メキシコ 不検出31 12 23 給食丸ごと － 不検出32 12 23 精米 国内 不検出33 12 24 給食丸ごと － 不検出34 12 24 椎茸 福島県 不検出35 12 26 給食丸ごと － 不検出36 12 26 きゅうり 福島県 不検出37 12 27 給食丸ごと － 不検出38 12 27 白菜 茨城県 不検出



令和1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

ハンバーグ ｴﾈﾙｷﾞｰ 553 kcal

カリカリサラダ

果物

青菜スープ 脂　質 15.2 ｇ

ご飯 食物食物 3.4 ｇ

食塩相当

量

1.6 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

果物

みそ汁 脂　質 16.3 ｇ

ご飯 食物食物 2.2 ｇ

食塩相当

量

2.2 ｇ

けんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal

ジャーマンポテト

果物

脂　質 12.8 ｇ

食物食物 6.1 ｇ

食塩相当

量

2.6 ｇ

コロッケサンド ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal

クリームシチュー

コーンサラダ

ゼリー 脂　質 12.9 ｇ

食物食物 2.9 ｇ

食塩相当

量

2.6 ｇ

ひき肉カレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 479 kcal

大根サラダ

ヨーグルト

わかめスープ 脂　質 13.2 ｇ

食物食物 2.7 ｇ

食塩相当

量

2.4 ｇ

鶏肉のオレンジ焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal

ほうれん草のおひたし

果物

みそ汁 脂　質 15.7 ｇ

ご飯 3.8

食塩相当

量

1.5 ｇ

エビチリ ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal

ポテトサラダ

果物

野菜スープ 脂　質 14.8 ｇ

ご飯 食物食物 3.1 ｇ

食塩相当

量

2.0 ｇ

焼きそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 402 kcal

きゅうりの中華和え

果物

かぶのスープ 脂　質 10.1 ｇ

食物食物 3.8 ｇ

食塩相当

量

2.0 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

果物

みそ汁 脂　質 9.1 ｇ

食物食物 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 539 kcal

マカロニサラダ

ヨーグルト

みそ汁 脂　質 14.9 ｇ

ご飯 食物食物 2.0 ｇ

食塩相当

量

1.5 ｇ

すきやき風煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 473 kcal

キャベツの香り和え

果物

みそ汁 脂　質 17.8 ｇ

ご飯 食物食物 3.2 ｇ

食塩相当

量

1.5 ｇ

鶏肉のサワー煮 ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal

ブロッコリーのお浸し

果物

ワンタンスープ 脂　質 14.1 ｇ

わかめご飯 食物食物 3.3 ｇ

食塩相当

量

1.8 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 19.6 ｇ

／

月月月月

2222

サラダ油／パン粉(乾

燥)／小麦粉（薄力

粉）／三温糖／水稲穀

粒(精白米)

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

牛乳

ホットケーキ

麦茶

おこし

たんぱく質 19.9 ｇ

／

火火火火

3333

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 16.3 ｇ

／

水水水水

4444

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

あんパン

麦茶

ビスケット

たんぱく質 12.1 ｇ

／

木木木木

5555

サラダ油／じゃがいも

／無塩バター／とうも

ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／ぶ

どうゼリー／コッペパ

ン(市販品）

鶏成鶏肉胸(皮付き) にんじん／玉葱／グリ

ンピース(冷凍)／キャ

ベツ／きゅうり

麦茶

おにぎり

りんご果汁

せんべい

たんぱく質 19.0 ｇ

／

金金金金

6666

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 18.4 ｇ

／

月月月月

9999

マーマレード(高糖度)

／じゃがいも／水稲穀

粒(精白米)

鶏成鶏肉胸(皮付き)／

花かつお／油揚げ／煮

干し

にんにく(りん茎)／

しょうが／ほうれんそ

う／だいずもやし／に

んじん／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 16.9 ｇ

／

火火火火

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／ロースハム

／花かつお

にんにく(りん茎)／

しょうが／ねぎ／きゅ

うり／玉葱／にんじん

／りんご／キャベツ／

えのきたけ／グリン

ピース

牛乳

マドレーヌ

麦茶

せんべい

たんぱく質 13.8 ｇ

／

水水水水

11111111

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

牛乳

さつまいも蒸しパン

麦茶

せんべい

たんぱく質 20.7 ｇ

／

木木木木

12121212

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

／

金金金金

13131313

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 15.7 ｇ

／

月月月月

16161616

糸こんにゃく／サラダ

油／上白糖／水稲穀粒

(精白米)

和牛肩ロース（脂身付

き）／焼き豆腐／木綿

豆腐／油揚げ／煮干し

はくさい／玉葱／にん

じん／ねぎ／キャベツ

／きゅうり／バナナ／

かぶ／チンゲンツァイ

牛乳

カステラ

麦茶

ソフトビスケット

たんぱく質 17.2 ｇ

／

火火火火

17171717

上白糖／小麦粉（薄力

粉）／水稲穀粒(精白

米)

鶏成鶏肉モモ(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)

牛乳

ジャムサンド

麦茶

ボーロ



令和1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

ちゃんぽんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 423 kcal

ごぼうサラダ

ゼリー

脂　質 6.5 ｇ

食物繊維 3.1 ｇ

食塩相当

量

2.3 ｇ

ひじきハンバーグ ｴﾈﾙｷﾞｰ 442 kcal

レンコンのきんぴら

果物

みそ汁 脂　質 12.0 ｇ

ご飯 食物繊維 3.7 ｇ

食塩相当

量

1.5 ｇ

チキンフライ ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal

かぼちゃの甘煮

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え

豚汁 脂　質 15.4 ｇ

ヨーグルト 食物繊維 4.0 ｇ

ご飯 食塩相当

量

1.4 ｇ

炒り豆腐 ｴﾈﾙｷﾞｰ 471 kcal

ほうれん草のごま和え

ワインゼリー

みそ汁 脂　質 13.9 ｇ

ご飯 食物繊維 4.2 ｇ

食塩相当

量

1.6 ｇ

酢豚 ｴﾈﾙｷﾞｰ 461 kcal

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え

みそ汁

みかん缶 脂　質 14.9 ｇ

ご飯 食物繊維 2.3 ｇ

食塩相当

量

1.4 ｇ

トマトライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 664 kcal

エビフライ

ブロッコリーのお浸し

中華スープ 脂　質 21.3 ｇ

果物 食物繊維 3.9 ｇ

食塩相当

量

1.6 ｇ

鶏のから揚げ ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal

コールスローサラダ

パイン缶

みそ汁 脂　質 13.9 ｇ

ご飯 食物繊維 2.6 ｇ

食塩相当

量

1.7 ｇ

ドライカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 458 kcal

ナムル

ヨーグルト

みそ汁 脂　質 12.1 ｇ

食物繊維 2.7 ｇ

食塩相当

量

1.6 ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 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。
たんぱく質 18.2 ｇ

脂　質 13.8 ｇ

食物繊維 3.4 ｇ

食塩相当

量

1.8 ｇ

たんぱく質 23.6 ｇ

／

金金金金

20202020

小麦粉（薄力粉）／パ

ン粉(乾燥)／サラダ油

／上白糖／さといも／

糸こんにゃく／水稲穀

粒(精白米)

鶏成鶏肉ささ身／ｽｷﾑﾐ

ﾙｸ／たまご／花かつお

／豚ばら(脂身付)／油

揚げ／煮干し／ヨーグ

ルト　脱脂加糖

日本かぼちゃ／ブロッ

コリー／ごぼう／ねぎ

／だいこん／にんじん

牛乳

バナナ

麦茶

クラッカー

たんぱく質 18.0 ｇ

／

木木木木

19191919

かたくり粉／サラダ油

／三温糖／糸こんにゃ

く／ごま(乾）白／上

白糖／じゃがいも／水

稲穀粒(精白米)

木綿豆腐／鶏ひき肉／

干ひじき／豚中型種外

モモ(赤肉)／煮干し

にんじん／玉葱／ごぼ

う／れんこん／グリン

ピース(ゆで)／りんご

／だいこん／ずいき

牛乳

オレンジゼリー

麦茶

せんべい

たんぱく質 13.9 ｇ

／

水水水水

18181818

サラダ油／かたくり粉

／ごま油／とうもろこ

し缶詰(ﾎｰﾙ)／オレン

ジゼリー／うどん

(乾麺)

豚中型種モモ(赤肉)／

ムキえび／なると

キャベツ／にんじん／

生椎茸／きくらげ(乾)

／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／

ごぼう／えだまめ

麦茶

ゆかりおにぎり

麦茶

クッキー

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

たんぱく質 18.8 ｇ

／

月月月月

23232323

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

ふかし芋

麦茶

クラッカー

たんぱく質 16.1 ｇ

／

火火火火

24242424

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／みかん缶詰

(果肉)

牛乳

クッキー

麦茶

ウエハース

たんぱく質 26.0 ｇ

／

水水水水

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)／いち

ご

麦茶

ショートケーキ

牛乳

せんべい

たんぱく質 17.0 ｇ

／

木木木木

26262626

かたくり粉／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)

／さけ／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／

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

※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。

風邪のはやる季節です。手洗い・うがいでの予防も大切ですが、基本は栄養バランスの良い食事です。

１２月は食生活や生活リズムも乱れやすくなります。ふだんの食事に気を配りながら、風邪に負けない

身体作りをして早めの予防・回復で年末を乗り切りましょう。

たんぱく質 16.7 ｇ

／

金金金金

27272727

とうもろこし(冷凍）

／無塩バター／ごま油

／水稲穀粒(精白米)

豚ひき肉／ヨーグルト

脱脂加糖／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

牛乳

甘納豆蒸しパン

麦茶

パイ菓子



令和1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

ちゃんぽんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal

ごぼうサラダ

ゼリー

脂　質 7.2 ｇ

食物繊維 ｇ

食塩相当

量

3.2 ｇ

ひじきハンバーグ ｴﾈﾙｷﾞｰ 604 kcal

レンコンのきんぴら

果物

みそ汁 脂　質 18.0 ｇ

ご飯 食物繊維 ｇ

食塩相当

量

2.0 ｇ

チキンフライ ｴﾈﾙｷﾞｰ 721 kcal

かぼちゃの甘煮

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え

豚汁 脂　質 21.1 ｇ

ヨーグルト 食物繊維 ｇ

ご飯 食塩相当

量

1.7 ｇ

炒り豆腐 ｴﾈﾙｷﾞｰ 635 kcal

ほうれん草のごま和え

ワインゼリー

みそ汁 脂　質 19.0 ｇ

ご飯 食物繊維 ｇ

食塩相当

量

1.9 ｇ

酢豚 ｴﾈﾙｷﾞｰ 625 kcal

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え

みそ汁

みかん缶 脂　質 20.6 ｇ

ご飯 食物繊維 ｇ

食塩相当

量

1.8 ｇ

トマトライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 753 kcal

エビフライ

ブロッコリーのお浸し

中華スープ 脂　質 21.7 ｇ

果物 食物繊維 ｇ

食塩相当

量

1.9 ｇ

鶏のから揚げ ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal

コールスローサラダ

パイン缶

みそ汁 脂　質 14.8 ｇ

ご飯 食物繊維 ｇ

食塩相当

量

2.0 ｇ

ドライカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 624 kcal

ナムル

ヨーグルト

みそ汁 脂　質 16.7 ｇ

食物繊維 ｇ

食塩相当

量

2.3 ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 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 ｇ

脂　質 ｇ

食物繊維 ｇ

食塩相当

量

ｇ

１２月は食生活や生活リズムも乱れやすくなります。ふだんの食事に気を配りながら、風邪に負けない

身体作りをして早めの予防・回復で年末を乗り切りましょう。

※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。

風邪のはやる季節です。手洗い・うがいでの予防も大切ですが、基本は栄養バランスの良い食事です。

たんぱく質 23.8 ｇ

／

金金金金

27272727

とうもろこし(冷凍）

／無塩バター／ごま油

／水稲穀粒(精白米)

豚ひき肉／ヨーグルト

脱脂加糖／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

牛乳

甘納豆蒸しパン

たんぱく質 20.6 ｇ

／

木木木木

26262626

かたくり粉／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)

／さけ／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／

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 28.1 ｇ

／

水水水水

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)／いち

ご

麦茶

ショートケーキ

たんぱく質 23.0 ｇ

／

火火火火

24242424

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／みかん缶詰

(果肉)

牛乳

クッキー

たんぱく質 26.0 ｇ

／

月月月月

23232323

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

ふかし芋

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

たんぱく質 16.7 ｇ

／

水水水水

18181818

サラダ油／かたくり粉

／ごま油／とうもろこ

し缶詰(ﾎｰﾙ)／オレン

ジゼリー／うどん

(乾麺)

豚中型種モモ(赤肉)／

ムキえび／なると

キャベツ／にんじん／

生椎茸／きくらげ(乾)

／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／

ごぼう／えだまめ

麦茶

ゆかりおにぎり

たんぱく質 24.9 ｇ

／

木木木木

19191919

かたくり粉／サラダ油

／三温糖／糸こんにゃ

く／ごま(乾）白／上

白糖／じゃがいも／水

稲穀粒(精白米)

木綿豆腐／鶏ひき肉／

干ひじき／豚中型種外

モモ(赤肉)／煮干し

にんじん／玉葱／ごぼ

う／れんこん／グリン

ピース(ゆで)／りんご

／だいこん／ずいき

牛乳

オレンジゼリー

たんぱく質 32.6 ｇ

／

金金金金

20202020

小麦粉（薄力粉）／パ

ン粉(乾燥)／サラダ油

／上白糖／さといも／

糸こんにゃく／水稲穀

粒(精白米)

鶏成鶏肉ささ身／ｽｷﾑﾐ

ﾙｸ／たまご／花かつお

／豚ばら(脂身付)／油

揚げ／煮干し／ヨーグ

ルト　脱脂加糖

日本かぼちゃ／ブロッ

コリー／ごぼう／ねぎ

／だいこん／にんじん

牛乳

バナナ



 【西こども園 】 【西こども園 】 【西こども園 】 【西こども園 】

1 12 4 給食丸ごと － 不検出2 12 12 給食丸ごと － 不検出3 12 13 給食丸ごと － 不検出4 12 18 給食丸ごと － 不検出5 12 19 給食丸ごと － 不検出6 12 20 給食丸ごと － 不検出7 12 24 給食丸ごと － 不検出8 12 25 給食丸ごと － 不検出

備考件数 検査日 検体名 検査値産地



元年、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　小林苑美月 火 水 木 金2 4 ６　３～５歳児お弁当の日ふりかけごはん 麦茶 鉄入り牛乳 ごはん オレンジジュース 麦茶、やさしい ごはん 乳粥 野菜ジュース大根のみそ汁 おっとっと 動物ビスケットベイビー白菜のみそ汁 ふんわりのりしお ハッピーターン 豆腐のみそ汁 うすやきせんべい豚肉の生姜焼き 牛乳 ぶどうジュース かじきの揚げ煮 麦茶 鶏肉のつけダレ焼き ミロマカロニサラダ 英字ビスケット ☆じゃが芋ボーロ ☆かけうどん 牛乳 切り干し大根サラダ ☆星型パイドーナッツ オレンジ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、砂糖 みそ、油揚げ 大根、ねぎ 米、砂糖、ごま油 ◎鉄牛乳 玉ねぎ、人参 米、砂糖 卵 ◎オレンジジュース 中華麺、ごま油 豚挽肉、なると のり、ねぎ 米、片栗粉、砂糖 牛乳、豆腐 ねぎ、人参油 豚肉 玉ねぎ 片栗粉 豚挽肉、卵 ねぎ、チンゲン菜 油 みそ 白菜、人参 油 ハム コーン、かぼちゃ 焼き肉のタレ みそ、鶏肉 にら、きゅうり野菜ふりかけ ハム 人参、きゅうり ○じゃが芋 ○粉チーズ キャベツ、生姜 片栗粉 〇鶏肉○かまぼこ キャベツ、 砂糖 チーズ きゅうり、玉ねぎ ○パイ生地、油 卵 切り干し大根マヨネーズ ○牛乳 バナナ マロニー ハム〇チーズ きゅうり〇青のり 〇うどん かじき、しみ豆腐 みかん、わかめ マヨネーズ ○牛乳 りんご、生姜 ○グラニュー糖 ○鉄牛乳 オレンジマカロニ 生姜 〇片栗粉 グレープフルーツ、 〇ぶどうジュース 中華ドレッシング ねぎ○ねぎ 片栗粉 卵 コーン ○粉糖○ミロ ◎野菜ジュース補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・・乳製品類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・魚介類牛乳 麦茶、アンパンマン りんごジュース はと麦茶 マーボー豆腐丼 ココアハーベスト 　　　　せんべい ぱりんこ １歳からの 中華スープ クラッカーぶどうジュース 鉄入り牛乳 サッポロポテト 野菜ジュース１歳からの ☆ふかし芋 オレンジ 麦茶 牛乳 りんご まがりせんべいりんご かっぱえびせん ☆お好み焼き みかん ☆マドレーヌ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、砂糖 ◎牛乳 〇ぶどうジュース うどん○さつまいも 鶏肉、なると ねぎ、万能ねぎ 米、じゃが芋〇油 豚肉、ハム ◎りんごジュース 米、牛脂 ○牛乳 かぶ、かぶの葉 米、ごま油、砂糖 ◎鉄牛乳 ○野菜ジュースみそ、豆腐 ごぼう、人参、大根 ○ごま、片栗粉 卵 水菜、生姜 油、カレールウ ○卵 玉ねぎ、人参 糸こんにゃく、砂糖 牛肉、豚肉 人参、ねぎ、椎茸 片栗粉 ◎スキムミルク にんにく、生姜豚肉、さば 白菜、ねぎ、小松菜 油 〇鉄牛乳 大根、人参 フレンチドレッシング 〇かつお節 キャベツ、白菜 ○バター 豆腐、みそ 白菜、きゅうり じゃが芋 豆腐、豚挽肉 人参、玉ねぎかにかま もやし、りんご ツナ バナナ、椎茸 ○お好み焼き粉 ○豚肉 しめじ、コーン○青のり ○ホットケーキ粉 ○スキムミルク みかん マヨネーズ みそ、ハム、かまぼこ ねぎ、チンゲン菜生姜 和風ドレッシング にんにく ○マヨネーズ、片栗粉 〇キャベツ、 きゅうり、オレンジ 〇砂糖 ○卵 ◎ココア りんご、 きくらげ、きゅうり補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・乳製品類 補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・・卵類16いちごジャムパン はと麦茶 ミロ りんごジュース 麦茶 牛乳コーンスープ ひねり揚げ アンパンマン 星食べよ まがりせんべい ホームパイチーズハンバーグ ビスケット 麦茶 鉄入り牛乳ブロッコリーのソテー 牛乳 カルピス ☆おでん ☆手作りクッキー 野菜ジュースみかん カステラ ☆ピザパン りんご おっとっと黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑食パン、マーガリン ○牛乳、牛乳 いちごジャム 米、バター、カレールウ ウインナー〇チーズ 人参、玉ねぎ○ピーマン 米、油 みそ ◎りんごジュース 米、ごま 納豆、みそ 人参、玉ねぎ 米、片栗粉 ◎牛乳、豚肉、みそ 大根、ねぎ、ごぼうパン粉、砂糖 合い挽肉、ベーコン 玉ねぎ、みかん じゃが芋 鶏肉、生クリーム しめじ、パセリ じゃが芋、小麦粉 豚挽肉、卵、ハム 人参、ねぎ 砂糖 油揚げ、ホッケ にら、ほうれん草 油 油揚げ、鶏挽肉 人参、れんこん、白菜スキムミルク コーンクリーム缶 ○食パン 〇カルピス ケチャップ、キウイ パン粉 ○ちくわ 白菜、○大根 ○ココア ○鉄牛乳 もやし、りんご 砂糖 卵、小豆、ツナ、豆腐 玉ねぎ、椎茸コーンスープの素 チーズ、卵 ブロッコリー ◎ミロ ◎鉄牛乳 ○玉ねぎ、にんにく フレンチドレッシング 〇うずら卵 玉ねぎ、キャベツ ○ホットケーキ粉 ○卵、かにかま しらたき 〇野菜ジュース キャベツ、生姜油 ケチャップ、 人参、パセリ ○ベーコン ○ケチャップ 〇はんぺん コーン、きゅうり、バナナ ○砂糖○バター ○スキムミルク グレープフルーツ、 きゅうり、南瓜補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・乳製品類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・海藻類

小松菜の和え物 バナナ 白菜の浅漬け
バナナ

5　　　　年少組希望献立しょうゆラーメン肉団子のあんかけかぼちゃのサラダうさぎりんご3　　　　にこにこ給食
みかん

けんちん汁 鶏肉のから揚げ コンソメスープ かぶのみそ汁さばのみそ煮

キャベツのツナサラダバナナ グレープフルーツきのこスープ 白菜のみそ汁 油揚げのみそ汁 豚汁鶏肉のカレー風味焼き コロッケ ホッケの塩焼き つくね団子キャベツのサラダマッシュポテト ほうれん草のごま和えキウイ

卵とじうどん カレーライス ごはん
20人参ピラフ ごはん 納豆ごはん ごはん、南瓜のいとこ煮17 18 19

ごはん9　　　　　郷土料理 12　　　季節のメニュー ポテトサラダ

ごはん中華スープキャベツしゅうまい春雨サラダグレープフルーツ
10 11 13 　発表会　３～５歳児お弁当の日

キャベツの和え物
大根サラダ コールスローサラダ すき焼き風煮物



元年、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 金麦茶 ぶどうジュース 牛乳 野菜ジュース はと麦茶源氏パイ アンパンマン ココナッツサブレ １歳からの たべっこ動物ベイビーりんごジュース せんべい サッポロポテト カルピス塩せんべい 牛乳 麦茶 ミロ ぱりんこバナナ ☆大学芋 ☆じゃこおにぎり ☆野菜蒸しパン黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、油 鶏肉、卵 玉ねぎ、なめこ 米、油、麩 豚肉 玉ねぎ、わかめ 食パン ◎牛乳、鶏肉 ブルーベリージャム 米、しらたき、片栗粉 みそ、鮭、豚肉 ◎野菜ジュース 米 高野豆腐 人参、ゆかり砂糖 油揚げ のり、ねぎ、ごぼう 砂糖 ○牛乳 ねぎ、人参、バナナ 〇混ぜ込みしらす素 牛乳 玉ねぎ、人参 砂糖、ごま油、油 ハム、油揚げ 人参、大根、ごぼう じゃが芋 みそ、鶏肉 ねぎ、生姜ごま 豆腐、みそ 人参、れんこん ○油○砂糖 みそ もやし、ほうれん草 マーガリン、バター チーズ キャベツ、しめじ ○ミロ〇砂糖 ○鉄牛乳 きゅうり、生姜 片栗粉、油 卵 玉ねぎさつま揚げ オレンジ ○ごま 赤ピーマン、生姜 ホワイトソース粉○米 マカロニ ブロッコリー ○蒸しパン粉 ○牛乳、豆腐 オレンジ〇人参 砂糖 〇カルピス キウイ○りんごジュース ○さつま芋 ◎ぶどうジュース パン粉、マヨネーズ 、じゃがいも りんご マロニー 卵、スキムミルク ねぎ、白菜 にんにく補ってほしい食品・・・いも類 補ってほしい食品・・・卵類 補ってほしい食品・・・卵類 補ってほしい食品・・・卵類 補ってほしい食品・・・魚介類・主食 Aм飲み物・汁、スープ類 Aмおやつ・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 　　　　整える補ってほしい食品・・・
※お昼の１食分とおやつを合わせた目標値と１２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　４６１Ｋｃａｌ たんぱく質　１６．２ｇ 脂質　１４．４ 塩分　１．８ｇ カルシウム　　２３４ｍｇ※☆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。

わかめのすまし汁 ポトフ 豚汁

※園では、給食の放射能検査を行っています。

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。

なめこのみそ汁野菜きんぴら もやしの和え物 ブロッコリーのマヨ添え 春雨サラダ 人参と卵の炒め物りんご オレンジ キウイゆかりごはん親子丼23 24 25 26 27　2～５歳児お弁当の日ごはん ブルーベリージャムパン ごはん しみ豆腐のみそ汁豚肉のみそ炒め マカロニグラタン 鮭の生姜焼き 鶏肉のから揚げ
＜１２月８日は成道会です＞成道会とは、ののさまが「お悟り」を開いた日をいいます。今年は８日が日曜日に当たるため、６日金曜日のお昼に、ののさまが修行で弱った体を癒し元気になられた「乳粥」、お悟りを開く際にご覧になっていた明けの明星にちなんで「星型パイ」をおやつに提供し、子ども達と味わいたいと思います。＜１２月２２日は冬至です＞冬至とは、１年で一番日照時間が短い日をいいます。昔から冬至の日には、栄養を豊富に含んだかぼちゃと魔除けの意味あいで食べられていた「小豆」を一緒に煮た、かぼちゃのいとこ煮が食べられてきました。園では、２０日（金）のお昼に提供したいと思います。



元年、１２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2 4 ６　３～５歳児お弁当の日ふりかけごはん ごはん 乳粥大根のみそ汁 白菜のみそ汁豚肉の生姜焼き 牛乳 ぶどうジュース かじきの揚げ煮 麦茶 ミロマカロニサラダ 英字ビスケット ☆じゃが芋ボーロ ☆かけうどん 牛乳 ☆星型パイドーナッツ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、砂糖 みそ、油揚げ 大根、ねぎ 米、砂糖、ごま油 玉ねぎ、人参 米、砂糖 卵 中華麺、ごま油 豚挽肉、なると のり、ねぎ油 豚肉 玉ねぎ 片栗粉 豚挽肉、卵 ねぎ、チンゲン菜 油 みそ 白菜、人参 油 ハム コーン、かぼちゃ 米 牛乳野菜ふりかけ ハム 人参、きゅうり ○じゃが芋 ○粉チーズ キャベツ、生姜 片栗粉 〇鶏肉○かまぼこ キャベツ、 砂糖 チーズ きゅうり、玉ねぎ ○パイ生地マヨネーズ ○牛乳 バナナ マロニー ハム〇チーズ きゅうり〇青のり 〇うどん かじき、しみ豆腐 みかん、わかめ マヨネーズ ○牛乳 りんご、生姜 ○グラニュー糖 ○鉄牛乳マカロニ 生姜 〇片栗粉 グレープフルーツ、 〇ぶどうジュース 中華ドレッシング ねぎ○ねぎ 片栗粉 卵 コーン ○粉糖○ミロ補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・・乳製品類 補ってほしい食品・・・きのこ類ぶどうジュース 鉄入り牛乳☆ふかし芋 オレンジ 麦茶 牛乳りんご かっぱえびせん ☆お好み焼き みかん ☆マドレーヌ黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、砂糖 〇ぶどうジュース うどん○さつまいも 鶏肉、なると ねぎ、万能ねぎ 米、じゃが芋〇油 豚肉、ハム 米、牛脂 ○牛乳 かぶ、かぶの葉みそ、豆腐 ごぼう、人参、大根 ○ごま、片栗粉 卵 水菜、生姜 油、カレールウ ○卵 玉ねぎ、人参 糸こんにゃく、砂糖 牛肉、豚肉 人参、ねぎ、椎茸豚肉、さば 白菜、ねぎ、小松菜 油 〇鉄牛乳 大根、人参 フレンチドレッシング 〇かつお節 キャベツ、白菜 ○バター 豆腐、みそ 白菜、きゅうりかにかま もやし、りんご ソフトめん（５歳） かにかま バナナ、椎茸 ○お好み焼き粉 ○豚肉 しめじ、コーン○青のり ○ホットケーキ粉 ○スキムミルク みかん生姜 和風ドレッシング にんにく ○マヨネーズ、片栗粉 〇キャベツ、 きゅうり、オレンジ 〇砂糖 ○卵補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・海藻類 補ってほしい食品・・・乳製品類 補ってほしい食品・・・魚介類16いちごジャムパンコーンスープチーズハンバーグ 麦茶 鉄入り牛乳ブロッコリーのソテー 牛乳 カルピス ☆おでん ☆手作りクッキー 野菜ジュースみかん カステラ ☆ピザパン りんご おっとっと黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑マーガリン（３，４歳のみ）○牛乳、牛乳 いちごジャム 米、バター、カレールウ ウインナー〇チーズ 人参、玉ねぎ○ピーマン 米、油 みそ 米、ごま 納豆、みそ 人参、玉ねぎ 米、片栗粉 豚肉、みそ 大根、ねぎ、ごぼうパン粉、砂糖 合い挽肉、ベーコン 玉ねぎ、みかん じゃが芋 鶏肉、生クリーム しめじ、パセリ じゃが芋、小麦粉 豚挽肉、卵、ハム 人参、ねぎ 砂糖 油揚げ、ホッケ にら、ほうれん草 油 油揚げ、鶏挽肉 人参、れんこん、白菜コッペパン スキムミルク コーンクリーム缶 ○食パン 〇カルピス ケチャップ、キウイ パン粉 ○ちくわ 白菜、○大根 ○ココア ○鉄牛乳 もやし、りんご 砂糖 卵、小豆、ツナ、豆腐 玉ねぎ、椎茸コーンスープの素 チーズ、卵 ブロッコリー ○玉ねぎ、にんにく フレンチドレッシング 〇うずら卵 玉ねぎ、キャベツ ○ホットケーキ粉 ○卵、かにかま しらたき 〇野菜ジュース キャベツ、生姜油 ケチャップ、 人参、パセリ ○ベーコン ○ケチャップ 〇はんぺん コーン、きゅうり、バナナ ○砂糖○バター ○スキムミルク グレープフルーツ、 きゅうり、南瓜補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・・魚介類 補ってほしい食品・・乳製品類 補ってほしい食品・・・きのこ類 補ってほしい食品・・・海藻類

ごはん

5　　　　年少組希望献立しょうゆラーメン肉団子のあんかけかぼちゃのサラダ

キャベツのサラダ ほうれん草のごま和え キャベツのツナサラダ白菜のみそ汁鶏肉のカレー風味焼き ホッケの塩焼ききのこスープ 油揚げのみそ汁コロッケ

けんちん汁さばのみそ煮小松菜の和え物
18 19 20マッシュポテト人参ピラフ ごはん 納豆ごはん ごはん、南瓜のいとこ煮豚汁

バナナ 白菜の浅漬け
17 つくね団子

鶏肉のから揚げ コンソメスープ かぶのみそ汁大根サラダ すき焼き風煮物コールスローサラダ

バナナ グレープフルーツキウイ

13 　　　　　発表会12　　　季節のメニュー
うさぎりんごバナナ グレープフルーツ みかん

3　　　　にこにこ給食

ごはん 卵とじうどん カレーライス

ごはん中華スープキャベツしゅうまい春雨サラダ キャベツの和え物
9　　　　　郷土料理 10 11



元年、１２月の献立表（３～５才） ○午後のおやつ材料月 火　　 水 木 金りんごジュース カルピス塩せんべい 牛乳 麦茶 ミロ ぱりんこバナナ ☆大学芋 ☆じゃこおにぎり ☆野菜蒸しパン ウエハース黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑 黄 赤 緑米、油 鶏肉、卵 玉ねぎ、なめこ 米、油、麩 豚肉 玉ねぎ、わかめ コッペパン 鶏肉 ブルーベリージャム 米、しらたき、片栗粉 みそ、鮭、豚肉砂糖 油揚げ のり、ねぎ、ごぼう 砂糖 ○牛乳 ねぎ、人参、バナナ 〇混ぜ込みしらす素 牛乳 玉ねぎ、人参 砂糖、ごま油、油 ハム、油揚げ 人参、大根、ごぼうごま 豆腐、みそ 人参、れんこん ○油○砂糖 みそ もやし、ほうれん草 マーガリン、バター チーズ キャベツ、しめじ ○ミロ〇砂糖 ○鉄牛乳 きゅうり、生姜さつま揚げ オレンジ ○ごま 赤ピーマン、生姜 ホワイトソース粉○米 マカロニ ブロッコリー ○蒸しパン粉 ○牛乳、豆腐 オレンジ〇人参 〇カルピス○りんごジュース ○さつま芋 パン粉、マヨネーズ 、じゃがいも りんご マロニー 卵、スキムミルク ねぎ、白菜補ってほしい食品・・・いも類 補ってほしい食品・・・卵類 補ってほしい食品・・・卵類 補ってほしい食品・・・卵類・主食 Aм飲み物・汁、スープ類 Aмおやつ・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 　　　　整える補ってほしい食品・・・
※お昼の１食分とおやつを合わせた目標値と１２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　５６１Ｋｃａｌ たんぱく質　２０．１ｇ 脂質　１６．３ 塩分　２．１ｇ カルシウム　　２２６ｍｇ

23 24 25 26 27　2～５歳児お弁当の日ごはん ブルーベリージャムパン ごはんりんご オレンジ鮭の生姜焼き

※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。

豚汁

※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。

野菜きんぴらオレンジ

※園では、給食の放射能検査を行っています。

親子丼なめこのみそ汁 もやしの和え物 ブロッコリーのマヨ添え 春雨サラダ豚肉のみそ炒め マカロニグラタンわかめのすまし汁 ポトフ
＜９月２３日はお彼岸です＞お彼岸とは、「祖先を敬い、亡くなった人々を偲ぶ日」とし、彼岸の日の前後３日間を合わせた７日間を指します。お彼岸におはぎをお供えするのは、あんこに使われている小豆が赤い色をしていることから、魔除けや邪気を祓う効果があると昔から言われてきました。また、砂糖は昔、輸入に頼っていたため貴重品であり、贅沢な物を使って作ったのがおはぎでした。そのおはぎを仏壇にお供えし、ご先祖様に召し上がって頂き、その後、お下がりで家族で頂くことで、天からの恵みを頂くことに感謝をしながら食べていたそうです。ご家庭でも「おはぎ」についてお子様に
＜１２月８日は成道会です＞成道会とは、ののさまが「お悟り」を開いた日をいいます。今年は８日が日曜日に当たるため、６日金曜日のお昼に、ののさまが修行で弱った体を癒し元気になられた「乳粥」、お悟りを開く際にご覧になっていた明けの明星にちなんで「星型パイ」をおやつに提供し、子ども達と味わいたいと思います。＜１２月２２日は冬至です＞冬至とは、１年で一番日照時間が短い日をいいます。昔から冬至の日には、栄養を豊富に含んだかぼちゃと魔除けの意味あいで食べられていた「小豆」を一緒に煮た、かぼちゃのいとこ煮が食べられてきました。園では、２０日（金）のお昼に提供したいと思います。



 【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 2 給食丸ごと － 不検出2 12 3 給食丸ごと － 不検出3 12 4 給食丸ごと － 不検出4 12 5 給食丸ごと － 不検出5 12 6 給食丸ごと － 不検出6 12 9 給食丸ごと － 不検出7 12 10 給食丸ごと － 不検出8 12 11 給食丸ごと － 不検出9 12 12 給食丸ごと － 不検出10 12 13 給食丸ごと － 不検出11 12 16 給食丸ごと － 不検出12 12 17 給食丸ごと － 不検出13 12 18 給食丸ごと － 不検出14 12 19 給食丸ごと － 不検出15 12 20 給食丸ごと － 不検出16 12 23 給食丸ごと － 不検出17 12 24 給食丸ごと － 不検出18 12 25 給食丸ごと － 不検出19 12 26 給食丸ごと － 不検出20 12 27 給食丸ごと － 不検出
　◆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 2 給食丸ごと － 不検出2 12 2 玉ねぎ 北海道 不検出3 12 3 給食丸ごと － 不検出4 12 3 じゃがいも 北海道 不検出5 12 4 給食丸ごと － 不検出6 12 4 かぶ 福島県 不検出7 12 5 給食丸ごと － 不検出8 12 5 かぼちゃ 北海道 不検出9 12 6 給食丸ごと － 不検出10 12 6 豆腐 群馬県 不検出11 12 9 給食丸ごと － 不検出12 12 9 小松菜 茨城県 不検出13 12 10 給食丸ごと － 不検出14 12 10 じゃがいも 北海道 不検出15 12 11 給食丸ごと － 不検出16 12 11 大根 千葉県 不検出17 12 12 給食丸ごと － 不検出18 12 12 かぼちゃ メキシコ 不検出19 12 13 給食丸ごと － 不検出20 12 13 もやし 郡山市 不検出21 12 16 給食丸ごと － 不検出22 12 16 玉ねぎ 北海道 不検出23 12 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 12 17 じゃがいも 北海道 不検出25 12 18 給食丸ごと － 不検出26 12 18 かぶ 千葉県 不検出27 12 19 給食丸ごと － 不検出28 12 19 豆腐 群馬県 不検出29 12 20 給食丸ごと － 不検出30 12 20 小豆缶 北海道 不検出31 12 23 給食丸ごと － 不検出32 12 23 コーン缶 アメリカ 不検出33 12 24 給食丸ごと － 不検出34 12 24 ホールトマト缶 イタリア 不検出35 12 25 給食丸ごと － 不検出36 12 25 かぶ 千葉県 不検出37 12 26 給食丸ごと － 不検出38 12 26 キャベツ 愛知県 不検出39 12 27 給食丸ごと － 不検出40 12 27 えのき 新潟県 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 12 2 給食丸ごと － 不検出2 12 2 豆腐 群馬県 不検出3 12 5 給食丸ごと － 不検出4 12 5 コーン アメリカ 不検出5 12 9 給食丸ごと － 不検出6 12 9 玉ねぎ 北海道 不検出7 12 12 給食丸ごと － 不検出8 12 12 豆腐 群馬県 不検出9 12 16 給食丸ごと － 不検出10 12 16 人参 千葉県 不検出11 12 19 給食丸ごと － 不検出12 12 19 大根 千葉県 不検出13 12 23 給食丸ごと － 不検出14 12 23 豆腐 群馬県 不検出15 12 26 給食丸ごと － 不検出16 12 26 豆腐 群馬県 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 12 4 給食丸ごと － 不検出2 12 11 給食丸ごと － 不検出3 12 18 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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