
令和2年　　9月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal
味噌汁（豆腐・わかめ）
秋刀魚蒲焼の卵とじ
キャベツかにかまサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
麦ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 482 kcal
すまし汁（法連草・えのき
鮭の西京焼き
肉じゃが

食塩相当量 2.1 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
野菜カレースープ
白身魚の胡麻チーズ揚げ
ポテトサラダ

食塩相当量 1.1 ｇ
白パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal
ポテトスープ
ハンバーグ
スティック野菜

食塩相当量 2.0 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal
豚肉と玉ねぎの煮物
味噌汁（キャ・油揚げ）
ほうれん草のナムル

食塩相当量 1.8 ｇ
ふりかけ御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
ひじき団子の甘酢あんかけ
きゅりのしらすあえ

食塩相当量 2.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal
じゃが芋ミートソースがけ
卵スープ
イタリアンサラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcal
味噌汁（玉葱・わかめ）
魚のあんかけ（唐揚げ）
菊の花サラダ

食塩相当量 2.0 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 457 kcal
中華風コーンスープ
チキンフレーク焼き
パンプキンサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
パンプキンカレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal
青梗菜スープ
マカロニサラダ

食塩相当量 2.0 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal
麻婆豆腐
すまし汁(油揚げ・わかめ）
キャベツのごま酢和え

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal
きのこ汁
鮭の味噌バター照り焼き
海藻サラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal
味噌汁（豆腐・わかめ）
秋刀魚蒲焼の卵とじ
キャベツかにかまサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
麦ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 482 kcal
すまし汁（法連草・えのき
鮭の西京焼き
肉じゃが

食塩相当量 2.1 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
野菜カレースープ
白身魚の胡麻チーズ揚げ
ポテトサラダ

食塩相当量 1.1 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 490 kcal タンパク質 19.4 g

16.5 g 食塩相当量 1.8 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 20.0 ｇ
／ 果物(梨)

脂　質 15.5 ｇ
火

1
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／黒ごま(いり）
／ノンエッグマヨネー
ズ／蒸しパン粉／白ご
ま(いり）

牛乳１L／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

キャベツ／きゅうり／
ごぼう／にんじん／日
本なし

牛乳
◆きんぴら蒸しパン

牛乳

たんぱく質 22.7 ｇ
／ 果物(梨)

脂　質 15.1 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

牛乳900ml／鰹節（花
かつお）／しろさけ／
豚小間／スライスチー
ズ

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

牛乳
◆チーズサンド

牛乳

たんぱく質 18.8 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 15.3 ｇ
木

3
水稲穀粒(精白米)／黒
ごま(いり）／薄力粉
／サフラワー油／じゃ
がいも／ノンエッグマ
ヨネーズ／ごま油

牛乳１L／豚小間／む
きがれい／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／
あさつき／バナナ

麦茶
◆炒飯

牛乳

たんぱく質 20.0 ｇ
／ 果物(ぶどう)

脂　質 21.3 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）

牛乳１L／ベーコン／
豚ひき肉／たまご／塩
昆布

玉葱／パセリ／きゅう
り／にんじん／デラ
ウェア

牛乳
◆塩昆布おにぎり

牛乳

たんぱく質 20.0 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 16.4 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)

牛乳900ml／豚小間／
油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／焼きのり

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

牛乳
◆ジャムサンド

牛乳

たんぱく質 21.7 ｇ
／ 果物(ぶどう)

脂　質 17.3 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

牛乳900ml／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)

なめこ／ねぎ／しょう
が／きゅうり／キャベ
ツ／デラウェア

牛乳
◆ピーナッツサンド

牛乳

たんぱく質 18.2 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 18.3 ｇ
火

8
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／三温糖／サフラ
ワー油

牛乳１L／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

麦茶
◆ツナマヨおにぎり

牛乳

たんぱく質 21.4 ｇ
／ 果物(梨)

脂　質 15.0 ｇ
水

9
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／かたくり粉／三
温糖／サフラワー油／
ごま油／食パン(市販
品）／白ごま(すり）

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
むきがれい／ロースハ
ム／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

牛乳
◆ひじきトースト

牛乳

たんぱく質 17.6 ｇ
／ 果物(梨)

脂　質 17.7 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／ノン
エッグマヨネーズ／プ
レミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ
用)

牛乳900ml／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／もも(缶詰
果肉)／温州蜜柑缶詰
(果肉)／パインアップ
ル(缶詰)／日本なし

りんごジュース
◆フルーツホットケーキ

牛乳

たんぱく質 13.4 ｇ
／ 果物(ぶどう)

脂　質 12.1 ｇ
金

11
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／マカロニ／
ノンエッグマヨネーズ

牛乳900ml／豚小間／
ロースハム／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

牛乳
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 20.7 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 18.1 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

牛乳１L／木綿豆腐／
豚ひき肉／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／油揚
げ／かつお加工品(か
つお節)／りしりこん
ぶ(素干し)／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

牛乳
◆クリームチーズサンド

牛乳

たんぱく質 17.9 ｇ
／ 果物(梨)

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）

牛乳１L／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

麦茶
◆栗のケーキ

牛乳

たんぱく質 20.0 ｇ
／ 果物(梨)

脂　質 15.5 ｇ
火

15
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／黒ごま(いり）
／ノンエッグマヨネー
ズ／蒸しパン粉／白ご
ま(いり）

牛乳１L／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

キャベツ／きゅうり／
ごぼう／にんじん／日
本なし

牛乳
◆きんぴら蒸しパン

牛乳

たんぱく質 22.7 ｇ
／ 果物(梨)

脂　質 15.1 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

牛乳900ml／鰹節（花
かつお）／しろさけ／
豚小間／スライスチー
ズ

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

牛乳
◆チーズサンド

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 18.8 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 15.3 ｇ
木

17
水稲穀粒(精白米)／黒
ごま(いり）／薄力粉
／サフラワー油／じゃ
がいも／ノンエッグマ
ヨネーズ／ごま油

牛乳１L／豚小間／む
きがれい／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／
あさつき／バナナ

麦茶
◆炒飯

牛乳



午 後

午 前
白パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal
ポテトスープ
ハンバーグ
スティック野菜

食塩相当量 2.0 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal
豚肉と玉ねぎの煮物
味噌汁（キャ・油揚げ）
ほうれん草のナムル

食塩相当量 1.8 ｇ
ふりかけ御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
ひじき団子の甘酢あんかけ
きゅりのしらすあえ

食塩相当量 2.0 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 457 kcal
中華風コーンスープ
チキンフレーク焼き
パンプキンサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
パンプキンカレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal
青梗菜スープ
マカロニサラダ

食塩相当量 2.0 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal
麻婆豆腐
すまし汁(油揚げ・わかめ）
キャベツのごま酢和え

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal
きのこ汁
鮭の味噌バター照り焼き
海藻サラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal
じゃが芋ミートソースがけ
卵スープ
イタリアンサラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcal
味噌汁（玉葱・わかめ）
魚のあんかけ（唐揚げ）
菊の花サラダ

食塩相当量 2.0 ｇ

30
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／かたくり粉／三
温糖／サフラワー油／
ごま油／食パン(市販
品）／白ごま(すり）

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
むきがれい／ロースハ
ム／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

牛乳
◆ひじきトースト たんぱく質 21.4 ｇ

／ 果物(梨)

脂　質 15.0 ｇ
水 牛乳

29
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／三温糖／サフラ
ワー油

牛乳１L／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

麦茶
◆ツナマヨおにぎり たんぱく質 18.2 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 18.3 ｇ
火 牛乳

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）

牛乳１L／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

麦茶
◆栗のケーキ たんぱく質 17.8 ｇ

／ 果物(りんご)

脂　質 18.0 ｇ
月 牛乳

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

牛乳１L／木綿豆腐／
豚ひき肉／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／油揚
げ／かつお加工品(か
つお節)／りしりこん
ぶ(素干し)／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

牛乳
◆クリームチーズサンド たんぱく質 20.7 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 18.1 ｇ
土 牛乳

25
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／マカロニ／
ノンエッグマヨネーズ

牛乳900ml／豚小間／
ロースハム／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

牛乳
◆わかめおにぎり たんぱく質 13.4 ｇ

／ 果物(ぶどう)

脂　質 12.1 ｇ
金 牛乳

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／ノン
エッグマヨネーズ／プ
レミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ
用)

牛乳900ml／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／もも(缶詰
果肉)／温州蜜柑缶詰
(果肉)／パインアップ
ル(缶詰)／日本なし

りんごジュース
◆フルーツホットケーキ たんぱく質 17.6 ｇ

／ 果物(梨)

脂　質 17.7 ｇ
木 牛乳

23
水稲穀粒(精白米)／ふ
りかけ／かたくり粉／
三温糖／もち米

牛乳900ml／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)／あずき(乾）

なめこ／ねぎ／しょう
が／きゅうり／キャベ
ツ／巨峰

牛乳
◆おはぎ たんぱく質 22.0 ｇ

／ 果物(ぶどう)

脂　質 14.2 ｇ
水 牛乳

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)

牛乳900ml／豚小間／
油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／焼きのり

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

牛乳
◆ジャムサンド たんぱく質 20.0 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 16.4 ｇ
土 牛乳

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）

牛乳１L／ベーコン／
豚ひき肉／たまご／塩
昆布

玉葱／パセリ／きゅう
り／にんじん／巨峰

牛乳
◆塩昆布おにぎり たんぱく質 20.0 ｇ

／ 果物(ぶどう)

脂　質 21.3 ｇ
金 牛乳

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


