
Cs-134 Cs-137 昼食 おやつ（上段：AM　下段：PM)

ごはん　　　　　　　肉豆腐 ヨーグルト

そぼろ納豆　　　じゃがいものみそ汁 牛乳　揚げせんべい　そら豆

ごはん　　　　　　　肉豆腐 ヨーグルト

そぼろ納豆　　　じゃがいものみそ汁 牛乳　揚げせんべい　そら豆

玄米入りごはん　　　　　鶏肉のピザ風味焼き 牛乳　　せんべい

キャベツのマリネ　コンソメスープ　オレンジ
牛乳    クラッカー
フルーツヨーグルト

きつねうどん　　　　　野菜炒め 牛乳　黒ごまスティック

ももヨーグルト 牛乳　おかかおにぎり

きつねうどん　　　　　野菜炒め 牛乳　黒ごまスティック

ももヨーグルト 牛乳　おかかおにぎり

玄米ごはん　　　　魚のチーズ焼き 麦茶　

マカロニサラダ　　　トロトロスープ　　　バナナ 牛乳　みたらし芋餅

ビビンパ　　　　　　チャプチェ 麦茶　

ミヨックク　　　　　　　プルーン 牛乳　　　　　　ハッドク

ごはん　鶏ささみのレモン風味 ごはん

チンゲンサイのソテー　トマト　みそ汁 牛乳　きなこマカロニ

豚丼　　　　　かぼちゃのサラダ 牛乳　　しょうゆせんべい

みそ汁 牛乳　　　　ピザトースト

ごはん　豚肉の生姜焼き　切干大根のナムル 牛乳　ウエハース

みそ汁　　　　果物（りんご） 牛乳　　　お誕生日ケーキ

中華丼　　　　　　　さつまいもの甘煮 麦茶　　　ボーロ

はるさめスープ 牛乳　メロン　揚げせんべい

豚丼　　　盛り合わせサラダ 麦茶　ビスケット

なめこ汁 牛乳　空豆　きなこせんべい

豚丼　　　盛り合わせサラダ 麦茶　ビスケット

なめこ汁 牛乳　空豆　きなこせんべい

川口星の子 パン　　　　　かぼちゃのシチュー 牛乳　せんべい

保育園 青菜とのりのサラダ　　　フルーツポンチ
牛乳

ひじきと鶏ひき肉のスパゲティ

お野菜パン　　　野菜入り和風ミートローフ 麦茶　アンパンマンせんべい

トマトサラダ　　　　ミルクスープ おやつ昆布　五平餅

ごはん　豆腐バーグのきのこあんかけ 牛乳　ぱりんこせんべい

キャベツの塩昆布和え　　　　みそ汁 牛乳　カルピスゼリー　ふかし芋

三色そぼろ丼　　　　かぼちゃのサラダ 牛乳　ぱりんこせんべい

みそ汁 牛乳　カルピスゼリー　ふかし芋

6月10日

どんぐり保育園 不検出

芝中央保育所

川口青木
おおぞら保育園

不検出 不検出

川口おおぞら
保育園

不検出 不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

5月13日

5月27日

不検出

※検査機器 ： 食品放射能スクリーニングシステムAT1320A
※検査方法 ： NaIシンチレーション検出器によるγ線スペクトロメトリーによる核種分析

西川口クマさん
保育園

不検出 不検出

5月20日

令和２年度　　保育所給食　放射性物質測定検査結果　

検査日 保育所名

青木北保育所

汽車ぽっぽ
第２保育園

※検出限界 ： 20Bq/kg　　　　　　　　　20Bq/kg未満は「不検出」と表示します

献立

不検出

不検出不検出

神根保育所

不検出

4月22日

不検出 不検出

不検出

不検出不検出

不検出不検出

川口こども園

太陽の子
川口幸町保育園

不検出不検出

汽車ぽっぽ保育園

太陽の子南鳩ヶ谷
駅前保育園

ステラ川口戸塚
保育園

不検出不検出

ふるーる保育園
川口本町

不検出 不検出

6月3日

不検出 不検出

不検出 不検出三ツ和保育所

不検出

新郷保育所



Cs-134 Cs-137 昼食 おやつ（上段：AM　下段：PM)

青菜としらすの混ぜごはん　かじきのコロコロ揚げ 牛乳

ひじきのサラダ　　　たまごとにらのスープ 牛乳　さくらんぼ　ビスケット

青菜としらすの混ぜごはん　かじきのコロコロ揚げ 牛乳

ひじきのサラダ　　　たまごとにらのスープ 牛乳　さくらんぼ　ビスケット

豆ごはん　　　　　かぼちゃのそぼろ煮 牛乳

そうめん汁 牛乳　お好み焼き

ごはん　　　　　　すけそうだらの和風焼き 牛乳　ビスケット

炒り粉豆腐　　　　　　　みそ汁
牛乳　かぼちゃ茶巾
鉄強化チーズ

ロールパン　　　鶏肉のトマト煮 牛乳　たべっ子ベイビー

かぼちゃサラダ　　　　オレンジ 牛乳　炊き込みご飯

ロールパン　　　鶏肉のトマト煮 牛乳　たべっ子ベイビー

かぼちゃサラダ　　　　オレンジ 牛乳　炊き込みご飯

ごはん　豚肉の生姜焼き　　ぶどう豆 牛乳

小松菜の乾物和え　豆腐と油揚げのみそ汁 牛乳　メロン　サラダぜんべい

ごはん　豚肉の生姜焼き　　ぶどう豆 牛乳

小松菜の乾物和え　豆腐と油揚げのみそ汁 牛乳　メロン　サラダぜんべい

ごはん　　さわらのみそ漬け焼き 牛乳　　クッキー

キャベツとささみの梅マヨ和え　みそ汁　オレンジ 牛乳　ごまスティックパイ

ごはん　豚肉とピーマンの炒め物 牛乳　　　ビスケット

スープ　　　　　　　すいか 牛乳　　おにぎり（梅）

夏野菜カレー　　　コロッケ 牛乳

大根サラダ　　　ブルーベリーヨーグルト 牛乳　　にんじんもち

ごはん　カレイのチーズ焼き　ヨーグルト（きな粉）　 牛乳

ブロッコリーと卵のサラダ　　チキンスープ
牛乳　　　　　ゆでとうもろこし
塩茹で枝豆 キャンデイチーズ

ごはん　豚肉のマーマレード焼き 牛乳

切り干し大根の煮物　　　　　みそ汁 牛乳　クラッカーサンド

ごはん　　　豚肉の韓国風焼き　　　ナムル 牛乳

わかめスープ　　　　メロン 牛乳　夏野菜のピザトースト

ごはん　　豆腐ハンバーグ 麦茶　しょうゆせんべい

かぼちゃの煮付け　　なすのみそ汁 牛乳　やさいクラッカー

ごはん　　　　　白身魚の煮魚 牛乳

ひじきサラダ　　　油揚げと白菜のみそ汁 牛乳　　せんべい

ごはん　　さわらのごま照り焼き 牛乳

小松菜のおかか和え　　　さつま汁 牛乳　　きなこ揚げパン

あじフライ丼　　小松菜の煮浸し 粉ミルク

みそ汁（だいこん　にんじん） あみあみトースト

不検出 不検出

川口きらら保育園

6月17日

6月24日

うぃず川口西口
保育園

鳩ヶ谷めぐみ
保育園

不検出 不検出

いろは園 不検出

不検出

うぃず川口
元郷駅前保育園

献立

新郷峯保育所 不検出 不検出

戸塚のぞみ保育園

検査日 保育所名

不検出不検出

不検出不検出

不検出 不検出

不検出 不検出

KIDS　ONE　川口 不検出 不検出

7月22日 不検出

東川口あらかわ
保育園

7月15日

さくらそう保育園
元郷

不検出 不検出

川口くれよん
保育園

不検出 不検出

おさなご園

不検出

7月8日

はなにこ保育園 不検出 不検出

川口アイ保育園 不検出 不検出

川口杜の保育園 不検出

7月1日

戸塚しらぎく保育園 不検出 不検出

芝園保育所 不検出 不検出

はちまんぎ保育園 不検出

不検出 不検出



Cs-134 Cs-137 昼食 おやつ（上段：AM　下段：PM)

納豆ごはん　　　　　　松風焼き 牛乳

いんげんのごま和え　　　冬瓜のみそ汁 牛乳　すいかのポンチ

納豆ごはん　　　　　　松風焼き 牛乳

いんげんのごま和え　　　冬瓜のみそ汁 牛乳　すいかのポンチ

食パン　　　　　　　ポークチャップ 牛乳

アスパラのしょうゆ炒め　　豆乳スープ 牛乳　梅おかかおにぎり

麦茶　ビスケット

牛乳　オレンジ　クッキー

麦茶　ビスケット

牛乳　オレンジ　クッキー

ごはん　　　　　　　肉じゃが 牛乳　ソフトせんべい塩味

きゅうりの酢の物　　　　　みそ汁 牛乳　　　　焼きうどん

ごはん　　　　　　　　鮭南蛮漬け 麦茶　　　青のりせんべい

キャベツのゆかり和え　　　　　　みそ汁 牛乳　　チーズ蒸しパン

ごはん　　白身魚のみそ焼き 牛乳

煮浸し　　　　みそ汁 牛乳　　ジャムパン

ふりかけごはん　   　鶏肉照り焼き 麦茶　ミニのりすけ

焼きズッキーニ   さつまいもの甘煮　　ミニトマト 牛乳　マカロニきなこあえ

ごはん　白身魚のレモン風味焼き　トマト 乳酸菌飲料

野菜のごま和え　いものこ汁 牛乳　マスカットゼリー　揚げせんべい

ごはん　白身魚のレモン風味焼き　トマト 乳酸菌飲料

野菜のごま和え　いものこ汁 牛乳　マスカットゼリー　揚げせんべい

もち麦入りごはん　魚の竜田揚げ野菜あん 低脂肪乳　ビスケット

切り干し大根の煮物　　にら玉汁　　バナナ スキムミルク　おにぎり（鮭わかめ）

ごはん　　豚肉とさつまいもの甘辛炒め 牛乳　たべっ子ベイビー

わかめの酢の物　　　　　みそ汁 牛乳　　　フルーツサンド

ごはん　　豚肉とさつまいもの甘辛炒め 牛乳　たべっ子ベイビー

わかめの酢の物　　　　　みそ汁 牛乳　　　フルーツサンド

ごはん　　　鶏と厚揚げのにんにく醤油炒め 麦茶　　ココアスティック

きゅうりとわかめの酢の物　大根のみそしる 牛乳　バナナスコーン

さつまいもごはん　　鶏肉の照り焼き　　ぶどう豆　 牛乳

かぶのゆかり和え　　なすと油揚げのみそ汁 牛乳　オレンジ　サブレ

さつまいもごはん　　鶏肉の照り焼き　　ぶどう豆　 牛乳

かぶのゆかり和え　　なすと油揚げのみそ汁 牛乳　オレンジ　サブレ

中華丼　　ツナとピーマンのソテー 牛乳　ミレービスケット

チンゲンサイとはるさめのスープ　　りんご
牛乳　　　　　寒天入りフルーツポンチ

カルシウムせんべい

献立

そよ風保育園
戸塚園

不検出 不検出

いちごひがし保育園 不検出 不検出

8月19日

ココファン・ナーサリー
川口芝

不検出 不検出

バンビ保育園
あさひ

不検出 不検出

南青木保育所 不検出 不検出

仲町東保育所 不検出 不検出

コンビプラザ
川口東保育園

不検出 不検出

7月29日 不検出 不検出

プリスクレール・ディゾ・
アンジェ川口戸塚

不検出 不検出

プリスクレール・ディゾ・
アンジェ戸塚安行

8月5日

検査日 保育所名

8月26日

仲町保育所 不検出 不検出

並木東保育園 不検出 不検出

フォーマザー
西立野保育園

不検出 不検出

9月2日

うぃず川口本町
保育園

不検出 不検出

うぃず川口東口
保育園

不検出 不検出

川口駅前保育園 不検出 不検出

9月9日

川口西保育園 不検出 不検出

安行保育所 不検出 不検出

かわぐちこころ
保育園

不検出 不検出

メキシカンライス　　　　ウィンナーソテー
ほうれんそうとのりのサラダ
マカロニとトマトの野菜スープ

メキシカンライス　　　　ウィンナーソテー
ほうれんそうとのりのサラダ
マカロニとトマトの野菜スープ



Cs-134 Cs-137 昼食 おやつ（上段：AM　下段：PM)

ねばねば和風パスタ　　　ハム入りサラダ 牛乳　サラダせんべい

レタスのシャキシャキスープ 牛乳　　　大学芋

ねばねば和風パスタ　　　ハム入りサラダ 牛乳　サラダせんべい

レタスのシャキシャキスープ 牛乳　　　大学芋

ごはん　　　　　　　さばのみそ煮 牛乳

厚揚げのそぼろ煮　　　小松菜のみそ汁 牛乳　ブルーベリージャムサンド

ごはん　　メンチカツ 牛乳　　ぱりんこせんべい

ほうれんそうとコーンのごま和え　みそ汁 牛乳　かぼちゃのきな粉団子

牛乳

牛乳　　ドーナツ

なすのミートソーススパゲティ　 牛乳

小松菜とたまごのマヨサラダ　　　スープ
牛乳 カラメル風おふラスク

鉄強化チーズ

ちゃんぽんうどん　　　　焼きかぼちゃ 牛乳

ブロッコリーのお浸し　　　　ヨーグルト 牛乳　　柿　塩せんべい

ちゃんぽんうどん　　　　焼きかぼちゃ 牛乳

ブロッコリーのお浸し　　　　ヨーグルト 牛乳　　柿　塩せんべい

まいたけごはん　　鶏肉とじゃがいもの甘辛煮 牛乳（Ca+Fe）

ほうれんそうのサラダ　千切り野菜のすまし汁 牛乳　ヨーグルトケーキ

豚肉とごぼうの混ぜごはん　しらす入りたまご焼き 牛乳

ほうれんそうのごま和え　豆腐とわかめのみそ汁 牛乳　　　カステラ

豚肉とごぼうの混ぜごはん　しらす入りたまご焼き 牛乳

ほうれんそうのごま和え　豆腐とわかめのみそ汁 牛乳　　　カステラ

秋のカレーライス　　　ブロッコリーサラダ 麦茶

わかめと卵の中華スープ　　　梨 牛乳　りんごとみかんのヨーグルト

もち麦入りごはん　　　　　鶏肉甘辛炒め 低脂肪乳

ナムル　　　スープ　　　　みかん スキムミルク　パインホットケーキ

もち麦入りごはん　　　　　鶏肉甘辛炒め 麦茶

ナムル　　　スープ　　　　みかん スキムミルク　パインホットケーキ

ロールパン　　　ミネストローネ 麦茶　　クッキー

いんげんのツナごま和え　　　　オレンジ 麦茶　　鮭おにぎり

ごはん　　カレイの煮付け　野菜の酢みそ和え 牛乳

かぼちゃの煮物　　のっぺい汁 牛乳　バナナ　クッキー

ごはん　　カレイの煮付け　野菜の酢みそ和え 牛乳

かぼちゃの煮物　　のっぺい汁 牛乳　バナナ　クッキー

ごはん　　　　　　生姜焼き 柿

サラダ　　　　　　　みそ汁 牛乳　ゼリー　星たべよ

ちゃんぽんうどん　　　　かぼちゃの含め煮

検査日 保育所名
献立

フォーマザー保育園
第２分園

不検出不検出

朝日西保育所

領家保育所

不検出

不検出 不検出

朝日北保育所

不検出

10月7日

不検出不検出
OHANA川口
保育園

不検出

不検出 不検出

不検出

不検出不検出

10月14日 不検出

キッズランド川口
金山町園

安行東光保育園 不検出

あいう園 不検出

9月16日 赤芝第二保育園

不検出

9月23日

川口安行まりーな
保育園

不検出 不検出

バンビ保育園

不検出 不検出

赤芝保育園 不検出 不検出

不検出
プリスクレール・ディゾ・
アンジェ安行藤八

不検出

不検出 不検出

アルタキッズ
鳩ヶ谷園

不検出 不検出

不検出

9月30日

あさひ保育所 不検出

並木南保育所 不検出 不検出

不検出

不検出

10月21日

フォーマザー保育園

本町保育所



Cs-134 Cs-137 昼食 おやつ（上段：AM　下段：PM)

ビビンパ丼　　　かぼちゃの煮物 牛乳

中華わかめスープ 牛乳　りんご　ビスケット

ビビンパ丼　　　かぼちゃの煮物 牛乳

中華わかめスープ 牛乳　りんご　ビスケット

ごはん　　魚のピカタ　　ブロッコリーのサラダ 牛乳　お野菜チップス（ごぼう）

コンソメスープ　　グレープフルーツ 牛乳　玄米小丸　バウムクーヘン

玄米入りごはん　　　鮭の西京焼き 牛乳　　　せんべい

ひじきの五目煮　　　すまし汁　　　　りんご 牛乳　　　チーズドーナツ

玄米入りごはん　　　鮭の西京焼き 牛乳　　　せんべい

ひじきの五目煮　　　　　　　　すまし汁　　　　 牛乳　　　レーズン蒸しパン

和風スパゲティ　　　　　　トマトサラダ チーズ

もやしのスープ ヨーグルト　たべるヘルシー小魚

ごはん　　かれいの煮付け　　そぼろ納豆 牛乳

マカロニサラダ　　　　たぬき汁 牛乳　オレンジ　サブレ

レバー入りミートソーススパゲティ　 牛乳　　　スティックパン

ほうれんそうのごま和え　　　　　　みそ汁 牛乳　　　焼きおにぎり

豚肉のねぎみそ丼　キャベツとにんじんのお浸し 低脂肪乳

すまし汁　　　　みかん スキムミルク　南瓜ホットケーキ

ごはん　　　　　白身魚のホイル焼き 牛乳

はるさめサラダ　　　　中華風コーンスープ 牛乳　　　クッキー

ロールパン　　　　鶏のBBQソース焼き 牛乳　ミルクスティック

ブロッコリーソテー　　　　大根のポトフ 牛乳　　　五平餅

ごはん　　　　チキンチキンポテト 牛乳　　ぱりんこせんべい

白菜の塩昆布和え　　　　　　大平汁 牛乳　　シュガートースト

ごはん　　　　　　ポークソテー 牛乳　ソフトせんべい塩味

ごぼうときゅうりのサラダ　　　　　　みそ汁 牛乳　さつまいも蒸しパン

ごはん　　　　　　ポークソテー 牛乳　ソフトせんべい塩味

ごぼうときゅうりのサラダ　　　　　　みそ汁 牛乳　さつまいも蒸しパン

キャロットライスクリームソースかけ

コールスローサラダ　　　かぶのスープ 牛乳　アップルケーキ

ピラフ　　　ローストチキン風　　　星ポテト　 牛乳　　ビスケットマリー

ブロッコリー　　　　スープ 牛乳　クリスマスケーキ

胚芽パン　チキンきのこグラタン 麦茶　　　塩せんべい

たまごサラダ　　　オニオンスープ　　　牛乳 麦茶　　おかかおにぎり

ごはん　かじきの竜田揚げ　きゅうりの中華和え バナナ　カタクチイワシ　牛乳

さつまいものみそ汁　　みかん 牛乳　ポンデケージョ

12月2日

不検出

献立

南平保育園 不検出 不検出

不検出

不検出

不検出

フォーマザー保育園
第１分園

不検出

不検出

12月9日

不検出

リトル保育園川口 不検出 不検出

不検出 不検出

不検出 不検出

不検出

まなびの森保育園
川口

不検出

前川保育所 不検出

保育所名

11月18日

11月25日

上青木西保育所

検査日

はとがや保育園

川口リボンシテイ
保育園

うぃず戸塚安行
駅前保育園

みどりご園 不検出 不検出

青木保育所 不検出

みずほ保育園
川口里

不検出

不検出

不検出

12月16日

いちご保育園 不検出 不検出

いちごみなみ
保育園

不検出 不検出

川口木曽呂ゆたか
保育園

不検出 不検出

12月23日

鳩ヶ谷キッズランド 不検出 不検出

川口ふたばこども園 不検出 不検出

マリヤ保育園 不検出 不検出



Cs-134 Cs-137 昼食 おやつ（上段：AM　下段：PM)

ゆかりごはん　　スパニッシュオムレツ　ぶどう豆 牛乳

ひじきとコーンのサラダ　豆腐のスープ 牛乳　ビスケット　塩せんべい

ゆかりごはん　　スパニッシュオムレツ　ぶどう豆 牛乳

ひじきとコーンのサラダ　豆腐のスープ 牛乳　ビスケット　塩せんべい

ちゃんぽんうどん　　　　　　しゅうまい 牛乳     　ビスケット　

きゅうりの浅漬け　　　　　　　　バナナ 麦茶　洋風焼きおにぎり

ラーメン（ちゃんぽん）　　　 牛乳　カルシウムせん

ワカメとカニカマの和え物　　　オレンジ 牛乳　　　　五目ごはん

ロールパン　　　　豚のトマト煮ブロッコリー添え 牛乳

オーブンポテト　　　　　　スープ 牛乳　　　五平餅

ごはん　　　　　しゅうまい　 牛乳　

切干大根の煮物　　　豆腐と小松菜のみそ汁 牛乳　りんご　せんべい

ごはん　　　　　しゅうまい　 牛乳　

切干大根の煮物　　　豆腐と小松菜のみそ汁 牛乳　りんご　雑穀せんべい

親子丼　　　　　　海藻サラダ 麦茶　　　チーズ

すまし汁 牛乳　クッキー　せんべい

ごはん　　　チキンソテー 牛乳

白雪サラダ　　　　　野菜コンソメスープ 牛乳　コーンフレーク

ごはん　　　チキンソテー 牛乳

白雪サラダ　　　　　野菜コンソメスープ 牛乳　コーンフレーク

ふりかけごはん　　　カラスかれいの煮付け 麦茶　　ビスケット

茹で豚のおかかサラダ　　みそ汁 牛乳　　蒸しパン　バナナ

大豆の炊き込みごはん　　鶏のから揚げ 牛乳

ほうれんそうのごま和え　　　いものこ汁 牛乳　　いちご　ビスケット

カレー南蛮　　　キャベツとみかんのサラダ 牛乳

ヨーグルト 麦茶　　　じゃこおやき

ごはん　　　　　　　麻婆豆腐 牛乳

チンゲンサイの炒り卵和え　　　　中華スープ
牛乳　　　　鉄分強化ふりかけおにぎり

スティック野菜

ごはん　　かれいの煮付け　うずら豆の甘煮　 乳酸菌飲料

ほうれんそうとコーンのソテー　　　さつま汁 牛乳　いちご　雑穀せんべい

ごはん　　かれいの煮付け　うずら豆の甘煮　 乳酸菌飲料

ほうれんそうとコーンのソテー　　　さつま汁 牛乳　いちご　雑穀せんべい

ごはん　　　クリームシチュー 牛乳

キャベツとウインナーの蒸し煮　　ひじきの煮物 牛乳　　　大学芋

ごはん（麦入り）　　　　　ブーブーシチュー 牛乳　ミレービスケット

ひじきの豆サラダ　　　　　　りんご 牛乳　きな粉クリームサンド

五目マーボー丼　　　野菜の酢みそ和え 牛乳

たまごとにらのスープ 牛乳　さつまいものいももち

アケボノ保育園

献立

不検出 不検出

不検出

カルチャー保育園 不検出

不検出

不検出

不検出

前川南保育所

あおい保育園 不検出 不検出

不検出

たいよう保育園
東川口園

不検出

南鳩ヶ谷保育所 不検出 不検出

里保育所

不検出

川口すみれ保育園 不検出 不検出

不検出 不検出

1月20日

ワールド保育園 不検出 不検出

芝西保育所

保育所名検査日

1月6日

戸塚西保育所 不検出 不検出

桜保育所 不検出 不検出

レオ保育園川口 不検出 不検出

1月13日

保育所まぁむ
川口東口園

不検出 不検出

彩の実保育園

不検出 不検出

不検出

スキップ川口
保育園

不検出 不検出

不検出 不検出

2月17日

上青木保育所

1月27日

たいよう保育園
中青木園

2月3日

芝高木保育所

2月10日

不検出 不検出

不検出



Cs-134 Cs-137 昼食 おやつ（上段：AM　下段：PM)

ごはん　　　　　　　五目炒り豆腐 麦茶　　かぼちゃボーロ

里芋といんげんのごま和え　白菜と麩のみそ汁 牛乳　デコポン　サブレ

ごはん　　　　　　　五目炒り豆腐 麦茶　　かぼちゃボーロ

里芋といんげんのごま和え　白菜と麩のみそ汁 牛乳　デコポン　サブレ

豚丼　　　　きんぴらごぼう　 ごはん

キャベツの中華風サラダ　　　　みそ汁 牛乳　　　スイートポテト

ひな寿司　　　　　鶏肉のみそ漬け焼き 牛乳

かぶのゆかり和え　　　菜の花のすまし汁
牛乳　マカロニあべかわ

ひなあられ

ひな寿司　　　　　鶏肉のみそ漬け焼き 牛乳

かぶのゆかり和え　　　菜の花のすまし汁
牛乳　マカロニあべかわ

ひなあられ

ごはん　豆腐のまりあげあんかけ 牛乳　　塩せんべい

にんじんのじゃこごま和え　　　　すまし汁 牛乳　　バナナケーキ

ごはん　　　　　　　チキンチキンポテト 牛乳　　　ぱりんこせんべい

白菜の塩昆布あえ　　　　かきたま汁 牛乳　豆乳フレンチトースト

ごはん　　　　　　　チキンチキンポテト 牛乳　　　ぱりんこせんべい

白菜の塩昆布あえ　　　　かきたま汁 牛乳　豆乳フレンチトースト

ごはん　　　　鶏つくねのあんかけ 牛乳　　　星っこ

大根とあげの煮物　　　すまし汁　　みかん缶 牛乳　　米粉うどん

ごはん　　　　五目マーボー豆腐 牛乳

ナムル　　　　わかめとかぶの和風スープ 牛乳　りんご　揚げせんべい

ごはん　　　　五目マーボー豆腐 牛乳

ナムル　　　　わかめとかぶの和風スープ 牛乳　りんご　揚げせんべい

親子丼　　　ひじきとほうれんそうのごまマヨ和え 牛乳　ぱりんこせんべい

みそ汁（白菜・油揚げ） 牛乳　ピザトースト

ごはん　　　　五目マーボー豆腐 牛乳

ナムル　　　　わかめとかぶの和風スープ 牛乳　りんご　揚げせんべい

ロールパン　　　　　焼きそば 牛乳

ポテトサラダ　　　　スープ（わかめ・もやし） 牛乳　　　しらすおにぎり

野菜卵うどん　　　しらすとたまねぎのかき揚げ 麦茶　　　蒸しじゃがいも

バナナ 麦茶　　　味噌おにぎり

ロールパン　鶏のケチャップ焼き　ブロッコリーソテー 牛乳　野菜スティック

具だくさんコンソメスープ　　ヨーグルト 緑茶　きのこと油揚げの混ぜご飯

チキンカレーライス　　　春キャベツのサラダ 牛乳　　　お菓子

えのきのスープ　　　果物 牛乳　米粉のプレーンクッキー

不検出

保育所名

不検出

不検出 不検出

3月10日

不検出

献立

不検出

不検出 不検出

正光寺保育園
鳩ヶ谷園

川口まりーな
保育園

不検出 不検出

元郷まりーな
保育園

みらい保育園

不検出

不検出

不検出

不検出

並木保育所

不検出

不検出

不検出

根岸北保育所

不検出 不検出

しいのみ保育園 不検出

不検出

不検出

不検出 不検出

東川口鳩笛
保育園

不検出

芝北保育所 不検出

不検出

鳩笛保育園 不検出

芝南保育所 不検出

戸塚保育所

不検出

不検出

うぐす保育園
川口戸塚

3月17日

3月24日

栄町保育所

3月3日

芝保育所

2月24日

検査日

インフィニティ保育
園柳崎園

不検出 不検出

不検出

アスク東川口
保育園
















