
令和2年　　12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 496 kcal
石狩汁
豆腐のつくね
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 481 kcal
野菜カレースープ
鶏肉のﾖｰｸﾞﾙﾄ味噌焼き
海藻サラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ブリオッシュ ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal
コーンシチュー
鮭のムニエル
ボイルサラダ

食塩相当量 1.3 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal
豚汁
鶏肉の照焼き
キャベツのごま味噌和え

食塩相当量 1.8 ｇ
苺ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
オニオンスープ
鶏肉のオレンジ焼き
マカロニサラダ

食塩相当量 2.0 ｇ
パンプキンカレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal
わかめスープ
きゅりのしらすあえ

食塩相当量 2.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal
味噌汁（玉葱・わかめ）
秋刀魚の蒲焼き
けんちん煮

食塩相当量 1.6 ｇ
コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal
キャベツベーコンスープ
タンドリーチキン
大根とツナのサラダ

食塩相当量 2.5 ｇ
チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal
卵スープ
鶏肉の唐揚げ
ポテトサラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal
すまし汁（わかめ・麩）
鰤の照り焼き
千草和え

食塩相当量 1.5 ｇ
ツナピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal
ポテトスープ
キャベツとハムのサラダ

食塩相当量 2.2 ｇ
三色ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
すまし汁（わかめ・えのき
キャベツかにかまサラダ

食塩相当量 1.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
石狩汁
豆腐のつくね
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 481 kcal
野菜カレースープ
鶏肉のﾖｰｸﾞﾙﾄ味噌焼き
海藻サラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ブリオッシュ ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal
コーンシチュー
鮭のムニエル
ボイルサラダ

食塩相当量 1.3 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 502 kcal タンパク質 18.3 g

17.4 g 食塩相当量 1.9 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 22.7 ｇ
／ みかん

脂　質 19.7 ｇ
火

1
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／三温糖／白ごま
(いり）／薄力粉／無
塩バター／グラニュー
糖

牛乳１L／しろさけ／
かたくちいわし(煮干
し)／木綿豆腐／鶏若
鶏肉ひき肉／たまご／
きな粉(大豆）

にんじん／だいこん／
ねぎ／はくさい／しょ
うが／ほうれんそう／
温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆きな粉パウンドケーキ

牛乳

たんぱく質 18.5 ｇ
／ バナナ

脂　質 18.9 ｇ
水

2
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／ごま
油／マカロニ／サフラ
ワー油

牛乳900ml／豚小間／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／明治ブルガリアヨー
グルト／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／かに風
味かまぼこ／ウィン
ナー

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／にんにく
(りん茎)／しょうが／
きゅうり／バナナ

牛乳
◆マカロニナポリタン

牛乳

たんぱく質 17.5 ｇ
／ りんご

脂　質 18.1 ｇ
木

3
ブリオッシュ／じゃが
いも／とうもろこし缶
詰(ｸﾘｰﾑ)／薄力粉／有
塩バター／水稲穀粒
(精白米)

牛乳１L／豚小間／し
ろさけ／わかめご飯の
素

玉葱／にんじん／パセ
リ／キャベツ／りんご

麦茶
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 20.5 ｇ
／ みかん

脂　質 16.3 ｇ
金

4
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／ごま(い
り）／三温糖／プレ
ミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)
／メープルシロップ

牛乳900ml／豚小間／
木綿豆腐／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／たまご

にんじん／だいこん／
ねぎ／ごぼう／キャベ
ツ／きゅうり／温州蜜
柑(普通､生)

麦茶
◆ホットケーキ

牛乳

たんぱく質 17.3 ｇ
／ みかん

脂　質 19.2 ｇ
土

5
苺ロールパン／マーマ
レード(高糖度)／マカ
ロニ／ノンエッグマヨ
ネーズ／ソフトビス
ケット

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／ロースハ
ム

玉葱／パセリ／にんに
く(りん茎)／しょうが
／きゅうり／温州蜜柑
(普通､生)

牛乳
ビスケット

牛乳

たんぱく質 16.1 ｇ
／ バナナ

脂　質 14.2 ｇ
月

7
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サンドイッ
チ食パン／★ピーナッ
ツバター

牛乳１L／豚小間／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／しらす干し(半乾
燥品)

西洋かぼちゃ／にんじ
ん／玉葱／ねぎ／きゅ
うり／キャベツ／バナ
ナ

牛乳
◆ピーナッツバターサンド

牛乳

たんぱく質 19.1 ｇ
／ みかん

脂　質 19.2 ｇ
火

8
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／サラダ油／三
温糖／さつまいも

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
さんま／豚小間／焼き
豆腐

玉葱／にんじん／ごぼ
う／れんこん／だいこ
ん／温州蜜柑(普通､
生)

麦茶
◆さつま芋スティック

牛乳

たんぱく質 17.0 ｇ
／ りんご

脂　質 17.5 ｇ
水

9
コッペパン／有塩バ
ター／水稲穀粒(精白
米)

牛乳900ml／ベーコン
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／明治ブルガリア
ヨーグルト／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

キャベツ／玉葱／にん
にく(りん茎)／だいこ
ん／きゅうり／りんご

麦茶
◆しおにぎり

牛乳

たんぱく質 15.1 ｇ
／ みかん

脂　質 18.3 ｇ
木

10
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サフラワー
油／じゃがいも／ノン
エッグマヨネーズ／薄
力粉／グラニュー糖／
サラダ油

牛乳900ml／鶏若鶏肉
ひき肉／たまご／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／
ロースハム

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／きゅ
うり／温州蜜柑(普通､
生)

麦茶
◆プアマンケーキ

牛乳

たんぱく質 20.1 ｇ
／ りんご

脂　質 14.9 ｇ
金

11
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／ごま(い
り）

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かつ
お加工品(かつお節)／
ぶり／たまご／油揚げ
／ウィンナー

しょうが／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
◆ウインナーピラフ

牛乳

たんぱく質 16.5 ｇ
／ バナナ

脂　質 18.9 ｇ
土

12
水稲穀粒(精白米)／有
塩バター／じゃがいも
／ノンエッグマヨネー
ズ／サンドイッチ食パ
ン／いちごジャム(低
糖度)

牛乳900ml／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
ベーコン／ロースハム

ほんしめじ／玉葱／に
んじん／キャベツ／
きゅうり／バナナ

牛乳
◆ジャムサンド

牛乳

たんぱく質 20.3 ｇ
／ バナナ

脂　質 14.6 ｇ
月

14
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

牛乳１L／豚ひき肉／
たまご／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／かたく
ちいわし(煮干し)／か
に風味かまぼこ／塩ざ
け

しょうが／にんじん／
えのきたけ／キャベツ
／きゅうり／バナナ

牛乳
◆鮭おにぎり

牛乳

たんぱく質 22.7 ｇ
／ 果物みかん

脂　質 19.7 ｇ
火

15
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／三温糖／白ごま
(いり）／薄力粉／無
塩バター／グラニュー
糖

牛乳１L／しろさけ／
かたくちいわし(煮干
し)／木綿豆腐／鶏若
鶏肉ひき肉／たまご／
きな粉(大豆）

にんじん／だいこん／
ねぎ／はくさい／しょ
うが／ほうれんそう／
温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆きな粉パウンドケーキ

牛乳

たんぱく質 18.5 ｇ
／ バナナ

脂　質 18.9 ｇ
水

16
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／ごま
油／マカロニ／サフラ
ワー油

牛乳900ml／豚小間／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／明治ブルガリアヨー
グルト／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／かに風
味かまぼこ／ウィン
ナー

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／にんにく
(りん茎)／しょうが／
きゅうり／バナナ

牛乳
◆マカロニナポリタン

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 17.5 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 18.1 ｇ
木

17
ブリオッシュ／じゃが
いも／とうもろこし缶
詰(ｸﾘｰﾑ)／薄力粉／有
塩バター／水稲穀粒
(精白米)

牛乳１L／豚小間／し
ろさけ／わかめご飯の
素

玉葱／にんじん／パセ
リ／キャベツ／りんご

麦茶
◆わかめおにぎり

牛乳



午 後

午 前
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 473 kcal
けんちん汁
鶏肉の照焼き
キャベツのごま味噌和え

食塩相当量 1.6 ｇ
にんじんロール ｴﾈﾙｷﾞｰ 448 kcal
オニオンスープ
鶏肉のオレンジ焼き
マカロニサラダ

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 486 kcal
わかめスープ
きゅりのしらすあえ

食塩相当量 2.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal
味噌汁（玉葱・わかめ）
秋刀魚の蒲焼き
けんちん煮

食塩相当量 1.6 ｇ
コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal
キャベツベーコンスープ
タンドリーチキン
大根とツナのサラダ

食塩相当量 2.5 ｇ
チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 630 kcal
コーンポタージュ
鶏肉の唐揚げ
ポテトサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal
すまし汁（わかめ・麩）
鰤の照り焼き
千草和え

食塩相当量 1.4 ｇ
ツナピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal
ポテトスープ
キャベツとハムのサラダ

食塩相当量 2.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 473 kcal
わかめの和風スープ
鶏肉の塩麹焼き
さつまいもサラダ

食塩相当量 4.7 ｇ

28
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／さつまいも／と
うもろこし(冷凍）／
ノンエッグマヨネーズ
／チョコ抜きパン

牛乳900ml／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／豚
小間／かたくちいわし
(煮干し)／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／きゅうり
／バナナ

牛乳
ミルクパン たんぱく質 18.5 ｇ

／ バナナ

脂　質 13.9 ｇ
月 牛乳

26
水稲穀粒(精白米)／有
塩バター／じゃがいも
／ノンエッグマヨネー
ズ／サンドイッチ食パ
ン／いちごジャム(低
糖度)

牛乳900ml／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
ベーコン／ロースハム

ほんしめじ／玉葱／に
んじん／キャベツ／
きゅうり／バナナ

牛乳
◆ジャムサンド たんぱく質 16.5 ｇ

／ バナナ

脂　質 18.9 ｇ
土 牛乳

25
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／ごま(い
り）／豆腐ドーナツ

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かつ
お加工品(かつお節)／
ぶり／たまご／油揚げ

しょうが／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
豆腐ドーナツ たんぱく質 18.9 ｇ

／ りんご

脂　質 17.0 ｇ
金 牛乳

24
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サフラワー
油／じゃがいも／ノン
エッグマヨネーズ／薄
力粉／グラニュー糖／
サラダ油

牛乳900ml／鶏若鶏肉
ひき肉／牛乳１L／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
ロースハム

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／きゅ
うり／アンパンマンぶ
どうとりん／温州蜜柑
(普通､生)／いちご

麦茶
◆プアマンケーキ たんぱく質 15.3 ｇ

／ みかん・いちご

脂　質 21.1 ｇ
木 牛乳

23
コッペパン／有塩バ
ター／水稲穀粒(精白
米)

牛乳900ml／ベーコン
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／明治ブルガリア
ヨーグルト／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

キャベツ／玉葱／にん
にく(りん茎)／だいこ
ん／きゅうり／りんご

麦茶
◆しおにぎり たんぱく質 17.0 ｇ

／ りんご

脂　質 17.5 ｇ
水 牛乳

22
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／サラダ油／三
温糖／さつまいも

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
さんま／豚小間／焼き
豆腐

玉葱／にんじん／ごぼ
う／れんこん／だいこ
ん／温州蜜柑(普通､
生)

麦茶
◆さつま芋スティック たんぱく質 19.1 ｇ

／ みかん

脂　質 19.2 ｇ
火 牛乳

21
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サンドイッ
チ食パン／★ピーナッ
ツバター

牛乳１L／豚小間／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／しらす干し(半乾
燥品)

西洋かぼちゃ／にんじ
ん／玉葱／ねぎ／きゅ
うり／キャベツ／バナ
ナ

牛乳
◆ピーナッツバターサンド たんぱく質 16.1 ｇ

／ バナナ

脂　質 14.2 ｇ
月 牛乳

19
にんじんロール／マー
マレード(高糖度)／マ
カロニ／ノンエッグマ
ヨネーズ／水稲穀粒
(精白米)

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／ロースハ
ム／たらこ(焼)／焼き
のり

玉葱／にんにく(りん
茎)／しょうが／きゅ
うり／温州蜜柑(普通､
生)

牛乳
◆たらこおにぎり たんぱく質 18.2 ｇ

／ みかん

脂　質 15.0 ｇ
土 牛乳

18
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／ごま(いり）
／三温糖／プレミック
ス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／メー
プルシロップ

牛乳900ml／豚小間／
木綿豆腐／油揚げ／か
たくちいわし(煮干し)
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／たまご

にんじん／だいこん／
ねぎ／ごぼう／キャベ
ツ／きゅうり／温州蜜
柑(普通､生)

麦茶
◆ホットケーキ たんぱく質 20.3 ｇ

／ みかん

脂　質 15.1 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


