
令和2年　　10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 440 kcal
すまし汁
里芋と鶏肉の炒煮
きゅうりののり醤油和え

食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
鶏肉の卵とじ
千草和え

食塩相当量 2.2 ｇ
チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
ポテトスープ
きゅりのしらすあえ

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 394 kcal
わかめの和風スープ
豆腐入り松風焼き
いかサラダ

食塩相当量 1.4 ｇ
コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 425 kcal
ジュリアンヌスープ
鶏の照り焼き
ごぼうサラダ

食塩相当量 2.5 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 470 kcal
味噌汁（玉葱・わかめ）
肉豆腐
大根の和風サラダ

食塩相当量 2.1 ｇ
栗御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 458 kcal
すまし汁（豆腐・ねぎ）
鮭のチャンチャン焼き
ほうれん草のﾋﾟｰﾅｯﾂ和え

食塩相当量 1.8 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 471 kcal
卵スープ
スパゲティサラダ

食塩相当量 2.1 ｇ

ドリア風ライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal
わかめスープ
五色サラダ

食塩相当量 1.9 ｇ
キャロブパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal
肉団子と野菜のスープ
鶏肉のｱｯﾌﾟﾙｿｰｽ焼き
れんこんサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal
すまし汁(はんぺん・葱）
鯖のみそ煮
ほうれん草と人参ごま和え

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 462 kcal
すまし汁
里芋と鶏肉の炒煮
きゅうりののり醤油和え

食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
鶏肉の卵とじ（親子丼）
千草和え

食塩相当量 2.2 ｇ
ツナピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 430 kcal
レタススープ
海藻サラダ

食塩相当量 1.3 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 469 kcal タンパク質 17.8 g

16.3 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 17.1 ｇ
／ 果物(ぶどう)

脂　質 12.6 ｇ
木

1
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／糸こんにゃく
／大豆油／上白糖／ご
ま油／薄力粉／三温糖
／サフラワー油

牛乳１L／かたくちい
わし／鶏若鶏肉モモ
(皮なし)

ほうれんそう／ねぎ／
にんじん／きゅうり／
巨峰

牛乳
◆お月見まんじゅう

牛乳

たんぱく質 22.1 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 17.3 ｇ
金

2
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／上白糖／ごま
(いり）／食パン(市販
品）／アーモンドプー
ドル／有塩バター／
アーモンドスライス

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／かたくちいわし
(煮干し)／鶏その他
(焼き鳥缶詰)／たまご

なめこ／玉葱／グリン
ピース(冷凍)／ほうれ
んそう／にんじん／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／りん
ご

牛乳
◆アーモンドトースト

牛乳

たんぱく質 19.6 ｇ
／ バナナ

脂　質 15.3 ｇ
土

3
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／黒ごま
(いり）

牛乳900ml／豚ひき肉
／ベーコン／しらす干
し(半乾燥品)／塩ざけ

にんじん／玉葱／にん
にく(りん茎)／トマト
缶詰(ホール）／きゅ
うり／キャベツ／バナ
ナ

牛乳
◆鮭おにぎり

牛乳

たんぱく質 15.4 ｇ
／ 果物(梨)

脂　質 11.5 ｇ
月

5
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／パン粉(乾燥)／
白ごま(いり）／サフ
ラワー油／ごま油／さ
つまいも／有塩バター

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／豚小
間／かたくちいわし
(煮干し)／鶏若鶏肉ひ
き肉／木綿豆腐／いか
くん製／たまご

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／きゅうり
／セロリー／日本なし

麦茶
◆スイートポテト

牛乳

たんぱく質 17.3 ｇ
／ 果物（柿）

脂　質 18.0 ｇ
火

6
コッペパン／有塩バ
ター／スパゲッティ／
白ごま(いり）／薄力
粉

牛乳900ml／ベーコン
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／ツナチャンク／
たまご／しらす干し
(半乾燥品)／さくらえ
び(素干し)／あおのり
／かつお加工品(かつ

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／パセリ／ごぼう
／きゅうり／ねぎ／
しょうが／かき(甘が
き)

牛乳
◆お好み焼き

牛乳

たんぱく質 20.3 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 18.0 ｇ
水

7
水稲穀粒(精白米)／し
らたき／三温糖／白ご
ま(いり）／ポパイ食
パン

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
焼き豆腐／豚小間／か
つお加工品(かつお節)
／たまご

玉葱／だいこん／きゅ
うり／りんご

牛乳
◆卵サンド

牛乳

たんぱく質 18.7 ｇ
／ 果物(ぶどう)

脂　質 10.7 ｇ
木

8
水稲穀粒(精白米)／日
本ぐり／黒ごま(い
り）／三温糖／ごま油
／★ピ－ナッツパウ
ダー／上白糖／プレ
ミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／鰹節（花かつお）
／しろさけ／たまご

ねぎ／キャベツ／にん
じん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／にら／ほうれんそ
う／りんご／巨峰

牛乳
◆アップルホットケーキ

牛乳

たんぱく質 12.5 ｇ
／ バナナ

脂　質 16.8 ｇ
金

9
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／マカロニ･スパ
ゲッティ／豆腐ドーナ
ツ

牛乳１L／豚小間／た
まご／ロースハム

にんじん／玉葱／パセ
リ／きゅうり／バナナ

麦茶
豆腐ドーナツ

牛乳

／

土

10

たんぱく質 15.7 ｇ
／ 果物（柿）

脂　質 19.8 ｇ
月

12
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／有塩バター／薄力粉
／かたくり粉／普通は
るさめ(乾)／三温糖／
サラダ油／ごま油／
コッペパン

牛乳900ml／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／牛乳１
L／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／ロースハム
／たまご

玉葱／にんじん／パセ
リ／ねぎ／きゅうり／
かき(甘がき)

牛乳
◆バターサンド

牛乳

たんぱく質 25.7 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 25.6 ｇ
火

13
キャロブパン／かたく
り粉／三温糖／白ごま
(すり）／水稲穀粒(精
白米)

牛乳１L／鶏若鶏肉ひ
き肉／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／ロースハム
／油揚げ

あさつき／しょうが／
はくさい／ほうれんそ
う／りんご／にんにく
(りん茎)／れんこん／
きゅうり／にんじん／
温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆きつねごはん

牛乳

たんぱく質 19.3 ｇ
／ 果物（柿）

脂　質 19.3 ｇ
水

14
水稲穀粒(精白米)／黒
ごま(いり）／三温糖
／白ごま(いり）／無
塩バター／薄力粉／グ
ラニュー糖

牛乳900ml／はんぺん
／鰹節（花かつお）／
まさば／たまご

ねぎ／しょうが／にん
じん／ほうれんそう／
りんご／かき(甘がき)

牛乳
◆林檎のﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ

牛乳

たんぱく質 17.4 ｇ
／ バナナ

脂　質 12.7 ｇ
木

15
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／糸こんにゃく
／大豆油／上白糖／ご
ま油／薄力粉／三温糖
／サフラワー油

牛乳１L／かたくちい
わし／鶏若鶏肉モモ
(皮なし)

ほうれんそう／ねぎ／
にんじん／きゅうり／
バナナ

牛乳
◆さつまいもまんじゅう

牛乳

たんぱく質 22.1 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 17.3 ｇ
金

16
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／上白糖／ごま
(いり）／食パン(市販
品）／アーモンドプー
ドル／有塩バター／
アーモンドスライス

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／かたくちいわし
(煮干し)／鶏その他
(焼き鳥缶詰)／たまご

なめこ／玉葱／グリン
ピース(冷凍)／ほうれ
んそう／にんじん／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／りん
ご

牛乳
◆アーモンドトースト

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 14.8 ｇ
／ バナナ

脂　質 16.6 ｇ
土

17
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／三温糖／サラダ油／
ごま油／サンドイッチ
食パン／有塩バター

牛乳１L／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／たま
ご／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かに風味か
まぼこ／きな粉(大
豆）

玉葱／パセリ／レタス
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
きゅうり／バナナ

牛乳
◆きなこサンド

牛乳

運 動 会



午 後

午 前
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 394 kcal
わかめの和風スープ
豆腐入り松風焼き
いかサラダ

食塩相当量 1.4 ｇ
コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 425 kcal
ジュリアンヌスープ
鶏の照り焼き
ごぼうサラダ

食塩相当量 2.5 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 470 kcal
味噌汁（玉葱・わかめ）
肉豆腐
大根の和風サラダ

食塩相当量 2.1 ｇ
栗御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 458 kcal
すまし汁（豆腐・ねぎ）
鮭のチャンチャン焼き
ほうれん草のﾋﾟｰﾅｯﾂ和え

食塩相当量 1.8 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 471 kcal
卵スープ
スパゲティサラダ

食塩相当量 2.1 ｇ
チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
ポテトスープ
きゅりのしらすあえ

食塩相当量 1.8 ｇ
ドリア風ライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal
わかめスープ
五色サラダ

食塩相当量 1.9 ｇ
キャロブパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal
肉団子と野菜のスープ
鶏肉のｱｯﾌﾟﾙｿｰｽ焼き
れんこんサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal
すまし汁(はんぺん・葱）
鯖のみそ煮
ほうれん草と人参ごま和え

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 440 kcal
すまし汁
里芋と鶏肉の炒煮
きゅうりののり醤油和え

食塩相当量 1.5 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal
南瓜のポタージュ
ハンバーグ
七色サラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ツナピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 430 kcal
レタススープ
海藻サラダ

食塩相当量 1.3 ｇ

31
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／三温糖／サラダ油／
ごま油／サンドイッチ
食パン／有塩バター

牛乳１L／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／たま
ご／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かに風味か
まぼこ／きな粉(大
豆）

玉葱／パセリ／レタス
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
きゅうり／バナナ

牛乳
◆きなこサンド たんぱく質 14.8 ｇ

／ バナナ

脂　質 16.6 ｇ
土 牛乳

30
牛乳パン／薄力粉／有
塩バター／パン粉(乾
燥)／三温糖／サラダ
油／ごま油／水稲穀粒
(精白米)

牛乳900ml／豚小間／
牛乳１L／豚ひき肉／
たまご／鶏若鶏肉ささ
身／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／サラダチー
ズ

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／パセリ／だ
いこん／きゅうり／
レッドキャベツ

麦茶
◆わかめおにぎり たんぱく質 19.9 ｇ

／ 果物（みかん）

脂　質 20.1 ｇ
金 牛乳

29
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／糸こんにゃく
／大豆油／上白糖／ご
ま油／薄力粉／三温糖
／サフラワー油

牛乳１L／かたくちい
わし／鶏若鶏肉モモ
(皮なし)

ほうれんそう／ねぎ／
にんじん／きゅうり／
巨峰

牛乳
◆お月見まんじゅう たんぱく質 17.1 ｇ

／ 果物(ぶどう)

脂　質 12.6 ｇ
木 牛乳

28
水稲穀粒(精白米)／黒
ごま(いり）／三温糖
／白ごま(いり）／無
塩バター／薄力粉／グ
ラニュー糖

牛乳900ml／はんぺん
／鰹節（花かつお）／
まさば／たまご

ねぎ／しょうが／にん
じん／ほうれんそう／
りんご／かき(甘がき)

牛乳
◆林檎のﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ たんぱく質 19.3 ｇ

／ 果物（柿）

脂　質 19.3 ｇ
水 牛乳

27
キャロブパン／かたく
り粉／三温糖／白ごま
(すり）／水稲穀粒(精
白米)

牛乳１L／鶏若鶏肉ひ
き肉／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／ロースハム
／油揚げ

あさつき／しょうが／
はくさい／ほうれんそ
う／りんご／にんにく
(りん茎)／れんこん／
きゅうり／にんじん／
温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆きつねごはん たんぱく質 25.7 ｇ

／ 果物（みかん）

脂　質 25.6 ｇ
火 牛乳

26
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／有塩バター／薄力粉
／かたくり粉／普通は
るさめ(乾)／三温糖／
サラダ油／ごま油／
コッペパン

牛乳900ml／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／牛乳１
L／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／ロースハム
／たまご

玉葱／にんじん／パセ
リ／ねぎ／きゅうり／
かき(甘がき)

牛乳
◆バターサンド たんぱく質 15.7 ｇ

／ 果物（柿）

脂　質 19.8 ｇ
月 牛乳

24
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／黒ごま
(いり）

牛乳900ml／豚ひき肉
／ベーコン／しらす干
し(半乾燥品)／塩ざけ

にんじん／玉葱／にん
にく(りん茎)／トマト
缶詰(ホール）／きゅ
うり／キャベツ／バナ
ナ

牛乳
◆鮭おにぎり たんぱく質 19.6 ｇ

／ バナナ

脂　質 15.3 ｇ
土 牛乳

23
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／マカロニ･スパ
ゲッティ／豆腐ドーナ
ツ

牛乳１L／豚小間／た
まご／ロースハム

にんじん／玉葱／パセ
リ／きゅうり／バナナ

麦茶
豆腐ドーナツ たんぱく質 12.5 ｇ

／ バナナ

脂　質 16.8 ｇ
金 牛乳

22
水稲穀粒(精白米)／日
本ぐり／黒ごま(い
り）／三温糖／ごま油
／★ピ－ナッツパウ
ダー／上白糖／プレ
ミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／鰹節（花かつお）
／しろさけ／たまご

ねぎ／キャベツ／にん
じん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／にら／ほうれんそ
う／りんご／巨峰

牛乳
◆アップルホットケーキ たんぱく質 18.7 ｇ

／ 果物(ぶどう)

脂　質 10.7 ｇ
木 牛乳

21
水稲穀粒(精白米)／し
らたき／三温糖／白ご
ま(いり）／ポパイ食
パン

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
焼き豆腐／豚小間／か
つお加工品(かつお節)
／たまご

玉葱／だいこん／きゅ
うり／りんご

牛乳
◆卵サンド たんぱく質 20.3 ｇ

／ 果物(りんご)

脂　質 18.0 ｇ
水 牛乳

17.3 ｇ
／ 果物（柿）

脂　質 18.0 ｇ
火 牛乳

牛乳

20
コッペパン／有塩バ
ター／スパゲッティ／
白ごま(いり）／薄力
粉

牛乳900ml／ベーコン
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／ツナチャンク／
たまご／しらす干し
(半乾燥品)／さくらえ
び(素干し)／あおのり
／かつお加工品(かつ

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／パセリ／ごぼう
／きゅうり／ねぎ／
しょうが／かき(甘が
き)

牛乳
◆お好み焼き たんぱく質

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

19
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／パン粉(乾燥)／
白ごま(いり）／サフ
ラワー油／ごま油／さ
つまいも／有塩バター

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／豚小
間／かたくちいわし
(煮干し)／鶏若鶏肉ひ
き肉／木綿豆腐／いか
くん製／たまご

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／きゅうり
／セロリー／日本なし

麦茶
◆スイートポテト たんぱく質 15.4 ｇ

／ 果物(梨)

脂　質 11.5 ｇ
月










