
令和2年　　9月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal
みそしる
さんまかばやきたまごとじ
きゃべつかにかまさらだ
なし

食塩相当量 2.3 ｇ
むぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 558 kcal
すましじる
さけのさいきょうやき
にくじゃが
なし

食塩相当量 2.6 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 559 kcal
ちくわのごまちーずあげ
ぽてとさらだ
ばなな

食塩相当量 2.6 ｇ
しろぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcal
ぽてとすーぷ
はんばーぐ
すてぃっくやさい
ぶどう

食塩相当量 2.3 ｇ
ぶたどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal
みそしる
ほうれんそうのなむる
ばなな

食塩相当量 2.1 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 550 kcal
みそしる
ひじきだんごあまずあんかけ
きゅうりのしらすあえ
ぶどう

食塩相当量 2.6 ｇ
そふとめんみーとそーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 554 kcal
たまごすーぷ
いたりあんさらだ
ばなな

食塩相当量 2.5 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 533 kcal
みそしる
さかなのからあげ
きくのはなさらだ
なし

食塩相当量 2.4 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal
ちゅうかふうこーんすーぷ
ちきんふれーくやき
ぱんぷきんさらだ
なし

食塩相当量 2.5 ｇ
ぱんぷきかれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal
ちんげんさいすーぷ
まかろにさらだ
ぶどう

食塩相当量 2.5 ｇ
まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 563 kcal
すましじる
きゃべつのごまずあえ
ばなな

食塩相当量 1.9 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal
きのこじる
さけのみそばたーてりやき
かいそうさらだ
なし

食塩相当量 1.8 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal
みそしる
さんまかばやきたまごとじ
きゃべつかにかまさらだ
なし

食塩相当量 2.3 ｇ
むぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 558 kcal
すましじる
さけのさいきょうやき
にくじゃが
なし

食塩相当量 2.6 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 559 kcal
ちくわのごまちーずあげ
ぽてとさらだ
ばなな

食塩相当量 2.6 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 555 kcal タンパク質 20.5 g

17.9 g 食塩相当量 2.3 g

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 20.7 ｇ
／

脂　質 16.3 ｇ
火

1
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／黒ごま(いり）
／蒸しパン粉／白ごま
(いり）

絹ごし豆腐／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／か
たくちいわし(煮干し)
／さんま(缶詰､かば焼
き）／たまご／かに風
味かまぼこ／牛乳１L

キャベツ／きゅうり／
日本なし／ごぼう／に
んじん

ぎゅうにゅう
◆きんぴらむしぱん

たんぱく質 26.9 ｇ
／

脂　質 16.7 ｇ
水

2
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(押麦）／三温
糖／じゃがいも／サラ
ダ油／サンドイッチ食
パン／有塩バター

鰹節（花かつお）／し
ろさけ／豚小間／牛乳
900ml／スライスチー
ズ／焼きのり

ほうれんそう／えのき
たけ／玉葱／にんじん
／グリンピース(冷凍)
／日本なし

ぎゅうにゅう
◆のりちーずさんど

たんぱく質 16.2 ｇ
／

脂　質 17.5 ｇ
木

3
うどん(ゆで)／黒ごま
(いり）／薄力粉／サ
フラワー油／じゃがい
も／水稲穀粒(精白米)
／ごま油

豚小間／焼き竹輪／パ
ルメザンチーズ／ロー
スハム／たまご／なる
と／豚ひき肉

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／きゅうり／
バナナ／あさつき

むぎちゃ
◆ちゃーはん

たんぱく質 19.8 ｇ
／

脂　質 21.1 ｇ
金

4
白パン／じゃがいも／
パン粉(乾燥)／白ごま
(すり）／水稲穀粒(精
白米)／白ごま(いり）

ベーコン／豚ひき肉／
たまご／牛乳１L／塩
昆布

玉葱／パセリ／きゅう
り／にんじん／デラ
ウェア

ぎゅうにゅう
◆しおこんぶおにぎり

たんぱく質 22.5 ｇ
／

脂　質 16.9 ｇ
土

5
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／白ごま
(いり）／サンドイッ
チ食パン／いちごジャ
ム(低糖度)

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
焼きのり／牛乳900ml

玉葱／グリンピース
(冷凍)／キャベツ／ほ
うれんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／にんじん／
バナナ

ぎゅうにゅう
◆じゃむさんど

たんぱく質 24.0 ｇ
／

脂　質 18.2 ｇ
月

7
水稲穀粒(精白米)／ふ
りかけ／かたくり粉／
三温糖／サンドイッチ
食パン／★ピーナッツ
バター

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／豚ひ
き肉／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／しらす干し
(半乾燥品)／牛乳
900ml

なめこ／ねぎ／しょう
が／きゅうり／キャベ
ツ／デラウェア

ぎゅうにゅう
◆ぴーなっつさんど

たんぱく質 21.2 ｇ
／

脂　質 20.6 ｇ
火

8
ソフト麺／かたくり粉
／三温糖／サフラワー
油／水稲穀粒(精白米)

豚ひき肉／たまご／
ロースハム／サラダ
チーズ／ツナチャンク

玉葱／にんにく(りん
茎)／トマト缶詰(ホー
ル）／パセリ／きゅう
り／バナナ

むぎちゃ
◆つなまよおにぎり

たんぱく質 21.5 ｇ
／

脂　質 18.7 ｇ
水

9
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
三温糖／サフラワー油
／ごま油／食パン(市
販品）／白ごま(す
り）

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／めかじき
／ロースハム／牛乳１
L／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／ピザ用チー
ズ

玉葱／きゅうり／にん
じん／きくの花／日本
なし

ぎゅうにゅう
◆ひじきとーすと

たんぱく質 19.7 ｇ
／

脂　質 22.7 ｇ
木

10
牛乳パン／とうもろこ
し缶詰(ｸﾘｰﾑ)／かたく
り粉／パン粉(半生)／
コーンフレーク／プレ
ミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)

たまご／鶏若鶏肉ひき
肉／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／パルメザン
チーズ／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

ねぎ／西洋かぼちゃ／
きゅうり／日本なし／
あんぱんまんスイート
りん／もも(缶詰果肉)
／温州蜜柑缶詰(果肉)
／パインアップル(缶
詰)

りんごじゅーす
◆ふるーつほっとけーき

たんぱく質 13.9 ｇ
／

脂　質 13.5 ｇ
金

11
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／マカロニ

豚小間／ロースハム／
牛乳900ml／わかめご
飯の素

西洋かぼちゃ／にんじ
ん／玉葱／チンゲン
ツァイ／ねぎ／きゅう
り／デラウェア

ぎゅうにゅう
◆わかめおにぎり

たんぱく質 21.7 ｇ
／

脂　質 17.0 ｇ
土

12
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／かたく
り粉／白ごま(いり）
／サンドイッチ食パン

木綿豆腐／豚ひき肉／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／絹ごし豆腐／
かつお加工品(かつお
節)／りしりこんぶ(素
干し)／牛乳１L／ク
リームチーズ

玉葱／ねぎ／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／
キャベツ／バナナ

ぎゅうにゅう
◆くりーむちーずさんど

たんぱく質 18.2 ｇ
／

脂　質 17.9 ｇ
月

14
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／有塩バター／三
温糖／サラダ油／ごま
油／無塩バター／グラ
ニュー糖／日本ぐり
(甘露煮）

豚小間／かたくちいわ
し／しろさけ／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
かに風味かまぼこ／た
まご

にんじん／生しいたけ
(菌床栽培、生)／ほん
しめじ／えのきたけ／
なめこ／きゅうり／日
本なし

むぎちゃ
◆くりのけーき

たんぱく質 20.7 ｇ
／

脂　質 16.3 ｇ
火

15
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／黒ごま(いり）
／蒸しパン粉／白ごま
(いり）

絹ごし豆腐／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／か
たくちいわし(煮干し)
／さんま(缶詰､かば焼
き）／たまご／かに風
味かまぼこ／牛乳１L

キャベツ／きゅうり／
日本なし／ごぼう／に
んじん

ぎゅうにゅう
◆きんぴらむしぱん

たんぱく質 26.9 ｇ
／

脂　質 16.7 ｇ
水

16
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(押麦）／三温
糖／じゃがいも／サラ
ダ油／サンドイッチ食
パン／有塩バター

鰹節（花かつお）／し
ろさけ／豚小間／牛乳
900ml／スライスチー
ズ／焼きのり

ほうれんそう／えのき
たけ／玉葱／にんじん
／グリンピース(冷凍)
／日本なし

ぎゅうにゅう
◆のりちーずさんど

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 16.2 ｇ
／

脂　質 17.5 ｇ
木

17
うどん(ゆで)／黒ごま
(いり）／薄力粉／サ
フラワー油／じゃがい
も／水稲穀粒(精白米)
／ごま油

豚小間／焼き竹輪／パ
ルメザンチーズ／ロー
スハム／たまご／なる
と／豚ひき肉

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／きゅうり／
バナナ／あさつき

むぎちゃ
◆ちゃーはん



午 後

午 前
しろぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal
ぽてとすーぷ
はんばーぐ
すてぃっくやさい
ぶどう

食塩相当量 2.3 ｇ
ぶたどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal
みそしる
ほうれんそうのなむる
ばなな

食塩相当量 2.1 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 583 kcal
みそしる
ひじきだんごあまずあんかけ
きゅうりのしらすあえ
ぶどう

食塩相当量 2.2 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal
ちゅうかふうこーんすーぷ
ちきんふれーくやき
ぱんぷきんさらだ
なし

食塩相当量 2.5 ｇ
ぱんぷきかれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal
ちんげんさいすーぷ
まかろにさらだ
ぶどう

食塩相当量 2.5 ｇ
まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 563 kcal
すましじる
きゃべつのごまずあえ
ばなな

食塩相当量 1.9 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 535 kcal
きのこじる
さけのみそばたーてりやき
かいそうさらだ
りんご

食塩相当量 1.8 ｇ
そふとめんみーとそーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 554 kcal
たまごすーぷ
いたりあんさらだ
ばなな

食塩相当量 2.5 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 533 kcal
みそしる
さかなのからあげ
きくのはなさらだ
なし

食塩相当量 2.4 ｇ

30
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
三温糖／サフラワー油
／ごま油／食パン(市
販品）／白ごま(す
り）

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／めかじき
／ロースハム／牛乳１
L／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／ピザ用チー
ズ

玉葱／きゅうり／にん
じん／きくの花／日本
なし

ぎゅうにゅう
◆ひじきとーすと たんぱく質 21.5 ｇ

／
脂　質 18.7 ｇ

水

29
ソフト麺／かたくり粉
／三温糖／サフラワー
油／水稲穀粒(精白米)

豚ひき肉／たまご／
ロースハム／サラダ
チーズ／ツナチャンク

玉葱／にんにく(りん
茎)／トマト缶詰(ホー
ル）／パセリ／きゅう
り／バナナ

むぎちゃ
◆つなまよおにぎり たんぱく質 21.2 ｇ

／
脂　質 20.6 ｇ

火

28
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／有塩バター／三
温糖／サラダ油／ごま
油／無塩バター／グラ
ニュー糖／日本ぐり
(甘露煮）

豚小間／かたくちいわ
し／しろさけ／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
かに風味かまぼこ／た
まご

にんじん／生しいたけ
(菌床栽培、生)／ほん
しめじ／えのきたけ／
なめこ／きゅうり／り
んご

むぎちゃ
◆くりのけーき たんぱく質 18.1 ｇ

／
脂　質 18.0 ｇ

月

26
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／かたく
り粉／白ごま(いり）
／サンドイッチ食パン

木綿豆腐／豚ひき肉／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／絹ごし豆腐／
かつお加工品(かつお
節)／りしりこんぶ(素
干し)／牛乳１L／ク
リームチーズ

玉葱／ねぎ／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／
キャベツ／バナナ

ぎゅうにゅう
◆くりーむちーずさんど たんぱく質 21.7 ｇ

／
脂　質 17.0 ｇ

土

25
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／マカロニ

豚小間／ロースハム／
牛乳900ml／わかめご
飯の素

西洋かぼちゃ／にんじ
ん／玉葱／チンゲン
ツァイ／ねぎ／きゅう
り／巨峰

ぎゅうにゅう
◆わかめおにぎり たんぱく質 13.9 ｇ

／
脂　質 13.5 ｇ

金

24
牛乳パン／とうもろこ
し缶詰(ｸﾘｰﾑ)／かたく
り粉／パン粉(半生)／
コーンフレーク／プレ
ミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)

たまご／鶏若鶏肉ひき
肉／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／パルメザン
チーズ／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

ねぎ／西洋かぼちゃ／
きゅうり／日本なし／
あんぱんまんスイート
りん／もも(缶詰果肉)
／温州蜜柑缶詰(果肉)
／パインアップル(缶
詰)

りんごじゅーす
◆ふるーつほっとけーき たんぱく質 19.7 ｇ

／
脂　質 22.7 ｇ

木

23
水稲穀粒(精白米)／ふ
りかけ／かたくり粉／
三温糖／もち米

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／豚ひ
き肉／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／しらす干し
(半乾燥品)／牛乳
900ml／あずき(乾）

なめこ／ねぎ／しょう
が／きゅうり／キャベ
ツ／巨峰

ぎゅうにゅう
◆おはぎ たんぱく質 24.3 ｇ

／
脂　質 14.4 ｇ

水

19
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／白ごま
(いり）／サンドイッ
チ食パン／いちごジャ
ム(低糖度)

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
焼きのり／牛乳900ml

玉葱／グリンピース
(冷凍)／キャベツ／ほ
うれんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／にんじん／
バナナ

ぎゅうにゅう
◆じゃむさんど たんぱく質 22.5 ｇ

／
脂　質 16.9 ｇ

土

18
白パン／じゃがいも／
パン粉(乾燥)／白ごま
(すり）／水稲穀粒(精
白米)／白ごま(いり）

ベーコン／豚ひき肉／
たまご／牛乳１L／塩
昆布

玉葱／パセリ／きゅう
り／にんじん／巨峰

ぎゅうにゅう
◆しおこんぶおにぎり たんぱく質 19.8 ｇ

／
脂　質 21.1 ｇ

金

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

お彼岸


