
令和3年　　1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 467 kcal
すまし汁(かまぼこ・麩）
鰆の西京焼き
わかめのなめ茸和え

食塩相当量 2.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal
味噌汁(玉ねぎ・わかめ)
鶏の照り焼き
ひじきの中華和え

食塩相当量 1.9 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal
白菜のポタージュ
ハンバーグ
ボイルサラダ

食塩相当量 2.0 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 454 kcal
わかめの和風スープ
鶏肉のレモン煮
白菜の刻みのりサラダ

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 431 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
魚のコーンマヨネーズ焼き
大根の和風サラダ

食塩相当量 1.3 ｇ
ハヤシライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
チキンスープ
コーンサラダ

食塩相当量 2.3 ｇ
コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 446 kcal
ジュリアンヌスープ
チキンフレーク焼き
さつまいもサラダ

食塩相当量 2.1 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal
味噌汁（豆腐・ほうれん草
魚のおろし煮
にんじんしりしり

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal
けんちん汁
豚バラ大根
小松菜とツナのサラダ

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 463 kcal
すまし汁(はんぺん小松菜
鯖のみそ煮
白菜とブロッコリーサラダ

食塩相当量 1.4 ｇ
ミートソースライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcal
レタススープ
キャベツかにかまサラダ

食塩相当量 0.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 467 kcal
すまし汁(かまぼこ・麩）
鰆の西京焼き
わかめのなめ茸和え

食塩相当量 2.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal
味噌汁（玉葱・わかめ）
鶏の照り焼き
ひじきの中華和え
切り干し大根の煮物

食塩相当量 1.9 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal
白菜のポタージュ
ハンバーグ
ボイルサラダ

食塩相当量 2.0 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 454 kcal
わかめの和風スープ
鶏肉のレモン煮
白菜の刻みのりサラダ

食塩相当量 1.7 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 479 kcal タンパク質 19.1 g

17.6 g 食塩相当量 1.8 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 15.9 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 16.4 ｇ
木

21
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／サ
ラダ油／ごま油

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)／しらす干
し(半乾燥品)／刻みの
り

にんじん／玉葱／レモ
ン(果汁､生)／はくさ
い／せり／かぶ／きょ
うな／だいこん／ほう
れんそう／根みつば／
温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆しらすおにぎり

牛乳

たんぱく質 18.5 ｇ
／ バナナ

脂　質 22.3 ｇ
水

20
牛乳パン／薄力粉／有
塩バター／パン粉(乾
燥)／水稲穀粒(精白
米)

牛乳１L／ベーコン／
豚ひき肉／たまご／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)

はくさい／玉葱／にん
じん／パセリ／キャベ
ツ／バナナ

麦茶
◆ツナおにぎり

牛乳

たんぱく質 20.7 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 22.1 ｇ
火

19
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／白ごま(いり）／ご
ま油／上白糖／食パン
(市販品）／グラ
ニュー糖

牛乳900ml／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／刻みの
り／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かたくちい
わし(煮干し)／干ひじ
き(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／か
つお加工品(かつお節)

玉葱／きゅうり／にん
じん／りんご

麦茶
◆チーズケーキ風トースト

牛乳

たんぱく質 22.6 ｇ
／ 果物(みかん缶)

脂　質 13.2 ｇ
月

18
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／蒸しパン
粉／黒砂糖

牛乳１L／蒸しかまぼ
こ／鰹節（花かつお）
／さわら／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かに
風味かまぼこ

★えだまめ(冷凍むき
身）／えのきたけ(味
付け瓶詰)／温州蜜柑
缶詰(果肉)

牛乳
◆黒糖蒸しパン

牛乳

たんぱく質 18.9 ｇ
／ バナナ

脂　質 17.2 ｇ
土

16
水稲穀粒(精白米)／黒
ごま(いり）／ノン
エッグマヨネーズ／サ
ンドイッチ食パン／★
ピーナッツバター

牛乳900ml／豚ひき肉
／たまご／かに風味か
まぼこ

にんじん／玉葱／にん
にく(りん茎)／トマト
缶詰(ホール）／レタ
ス／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／キャベツ／きゅうり
／バナナ

牛乳
◆ピーナッツサンド

牛乳

たんぱく質 20.0 ｇ
／ いちご

脂　質 14.5 ｇ
金

15
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油

牛乳１L／はんぺん／
鰹節（花かつお）／ま
さば／塩昆布／わかめ
ご飯の素

こまつな／しょうが／
はくさい／ブロッコ
リー／にんじん／いち
ご

牛乳
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 19.4 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 20.9 ｇ
木

14
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／上白糖／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／ごま油

牛乳900ml／豚小間／
かたくちいわし(煮干
し)／豚ばら(脂身付)
／ツナチャンク／油揚
げ

にんじん／ごぼう／ほ
うれんそう／ねぎ／だ
いこん／こまつな／り
んご

牛乳
◆きつねごはん

牛乳

たんぱく質 22.6 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 16.7 ｇ
水

13
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
ごま油／白ごま(す
り）／食パン(市販
品）／グラニュー糖

牛乳１L／絹ごし豆腐
／かたくちいわし(煮
干し)／めかじき／ツ
ナチャンク／たまご

ほうれんそう／だいこ
ん／にんじん／りんご
／温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆アップルトースト

牛乳

たんぱく質 14.8 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 17.1 ｇ
火

12
コッペパン／有塩バ
ター／スパゲッティ／
パン粉(半生)／コーン
フレーク／さつまいも
／とうもろこし(冷
凍）／水稲穀粒(精白
米)／白ごま(いり）

牛乳900ml／ベーコン
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／パルメザンチー
ズ／塩昆布

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／パセリ／きゅう
り／りんご

麦茶
◆塩昆布おにぎり

牛乳

たんぱく質 18.6 ｇ
／ バナナ

脂　質 18.8 ｇ
土

9
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／サンドイッチ
食パン

牛乳900ml／豚小間／
鶏小間／スライスチー
ズ／焼きのり

玉葱／グリンピース
(冷凍)／にんじん／え
のきたけ／ほうれんそ
う／干し椎茸／キャベ
ツ／きゅうり／バナナ

牛乳
◆海苔チーズサンド

牛乳

たんぱく質 16.7 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 11.6 ｇ
金

8
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／白ごま(いり）

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／かたくちいわし
(煮干し)／めかじき／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かつお加工品
(かつお節)

なめこ／だいこん／
きゅうり／りんご

麦茶
◆塩にぎり

牛乳

たんぱく質 15.9 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 16.4 ｇ
木

7
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／サ
ラダ油／ごま油

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)／しらす干
し(半乾燥品)／刻みの
り

にんじん／玉葱／レモ
ン(果汁､生)／はくさ
い／せり／かぶ／きょ
うな／だいこん／ほう
れんそう／根みつば／
温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆七草粥

牛乳

たんぱく質 18.5 ｇ
／ バナナ

脂　質 22.3 ｇ
水

6
牛乳パン／薄力粉／有
塩バター／パン粉(乾
燥)／水稲穀粒(精白
米)

牛乳１L／ベーコン／
豚ひき肉／たまご／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)

はくさい／玉葱／にん
じん／パセリ／キャベ
ツ／バナナ

麦茶
◆ツナおにぎり

牛乳

たんぱく質 20.7 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 22.1 ｇ
火

5
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／白ごま(いり）／ご
ま油／上白糖／食パン
(市販品）／グラ
ニュー糖

牛乳900ml／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／刻みの
り／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かたくちい
わし(煮干し)／干ひじ
き(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／か
つお加工品(かつお節)

玉葱／きゅうり／にん
じん／りんご

麦茶
◆チーズケーキ風トースト

牛乳

たんぱく質 22.6 ｇ
／ 果物(みかん缶)

脂　質 13.2 ｇ
月

4
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／蒸しパン
粉／黒砂糖

牛乳１L／蒸しかまぼ
こ／鰹節（花かつお）
／さわら／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かに
風味かまぼこ

★えだまめ(冷凍むき
身）／えのきたけ(味
付け瓶詰)／温州蜜柑
缶詰(果肉)

牛乳
◆黒糖蒸しパン

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



午 後

午 前
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 431 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
魚のコーンマヨネーズ焼き
大根の和風サラダ

食塩相当量 1.3 ｇ
ハヤシライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
チキンスープ
コーンサラダ

食塩相当量 2.3 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 538 kcal
卵スープ
野菜のチーズ焼き
イタリアンサラダ

食塩相当量 2.2 ｇ
コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 446 kcal
ジュリアンヌスープ
チキンフレーク焼き
さつまいもサラダ

食塩相当量 2.1 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal
味噌汁（豆腐・ほうれん草
魚のおろし煮
にんじんしりしり

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal
けんちん汁
豚バラ大根
小松菜とツナのサラダ

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 463 kcal
すまし汁(はんぺん小松菜
鯖のみそ煮
白菜とブロッコリーサラダ

食塩相当量 1.4 ｇ
ミートソースライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcal
レタススープ
キャベツかにかまサラダ

食塩相当量 0.9 ｇ

30
水稲穀粒(精白米)／黒
ごま(いり）／ノン
エッグマヨネーズ／サ
ンドイッチ食パン／★
ピーナッツバター

牛乳900ml／豚ひき肉
／たまご／かに風味か
まぼこ

にんじん／玉葱／にん
にく(りん茎)／トマト
缶詰(ホール）／レタ
ス／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／キャベツ／きゅうり
／バナナ

牛乳
◆ピーナッツサンド たんぱく質 18.9 ｇ

／ バナナ

脂　質 17.2 ｇ
土 牛乳

29
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油

牛乳１L／はんぺん／
鰹節（花かつお）／ま
さば／塩昆布／わかめ
ご飯の素

こまつな／しょうが／
はくさい／ブロッコ
リー／にんじん／いち
ご

牛乳
◆わかめおにぎり たんぱく質 20.0 ｇ

／ いちご

脂　質 14.5 ｇ
金 牛乳

28
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／上白糖／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／ごま油

牛乳900ml／豚小間／
かたくちいわし(煮干
し)／豚ばら(脂身付)
／ツナチャンク／油揚
げ

にんじん／ごぼう／ほ
うれんそう／ねぎ／だ
いこん／こまつな／り
んご

牛乳
◆きつねごはん たんぱく質 19.4 ｇ

／ 果物(りんご)

脂　質 20.9 ｇ
木 牛乳

27
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
ごま油／白ごま(す
り）／食パン(市販
品）／グラニュー糖

牛乳１L／絹ごし豆腐
／かたくちいわし(煮
干し)／めかじき／ツ
ナチャンク／たまご

ほうれんそう／だいこ
ん／にんじん／りんご
／温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆アップトースト たんぱく質 22.6 ｇ

／ 果物（みかん）

脂　質 16.7 ｇ
水 牛乳

26
コッペパン／有塩バ
ター／スパゲッティ／
パン粉(半生)／コーン
フレーク／さつまいも
／とうもろこし(冷
凍）／水稲穀粒(精白
米)／白ごま(いり）

牛乳900ml／ベーコン
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／パルメザンチー
ズ／塩昆布

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／パセリ／きゅう
り／りんご

麦茶
◆塩昆布おにぎり たんぱく質 14.8 ｇ

／ 果物(りんご)

脂　質 17.1 ｇ
火 牛乳

25
水稲穀粒(精白米)／有
塩バター／薄力粉／か
たくり粉／三温糖／サ
フラワー油／食パン
(市販品）／上白糖

牛乳900ml／牛乳１L／
ピザ用チーズ／豚ひき
肉／たまご／ロースハ
ム／サラダチーズ

パセリ／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／ブ
ロッコリー／温州蜜柑
(普通､生)

牛乳
◆フレンチトースト たんぱく質 22.4 ｇ

／ 果物（みかん）

脂　質 24.1 ｇ
月 牛乳

18.6 ｇ
／ バナナ

脂　質 18.8 ｇ
土 牛乳

牛乳

23
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／サンドイッチ
食パン

牛乳900ml／豚小間／
鶏小間／スライスチー
ズ／焼きのり

玉葱／グリンピース
(冷凍)／にんじん／え
のきたけ／ほうれんそ
う／干し椎茸／キャベ
ツ／きゅうり／バナナ

牛乳
◆海苔チーズサンド 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

22
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／白ごま(いり）

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／かたくちいわし
(煮干し)／めかじき／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かつお加工品
(かつお節)

なめこ／だいこん／
きゅうり／りんご

麦茶
◆あんまん たんぱく質 16.7 ｇ

／ 果物(りんご)

脂　質 11.6 ｇ
金




