
令和3年　　1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 528 kcal
すましじる
さわらのさいきょうやき
わかめのなめたけあえ
みかんのかんずめ

食塩相当量 2.8 ｇ
やきとりどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal
みそしる
ひじきのちゅうかあえ
りんご

食塩相当量 2.5 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal
はくさいのぽたーじゅ
はんばーぐ
ぼいるさらだ
ばなな

食塩相当量 2.8 ｇ
いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal
とりにくのれもんに
はくさいのきざみのりさら
みかん

食塩相当量 2.4 ｇ
しらすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal
みそしる
さかなのこーんまよねーず
だいこんのわふうさらだ
りんご

食塩相当量 1.8 ｇ
はやしらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal
ちきんすーぷ
こーんさらだ
ばなな

食塩相当量 2.9 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 522 kcal
じゅりあんぬすーぷ
ちきんふれーくやき
さつまいもさらだ
りんご

食塩相当量 2.5 ｇ
とりごぼうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal
みそしる
さかなのおろしに
にんじんしりしり
みかん

食塩相当量 2.7 ｇ
けんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
ぶたばらだいこん
こまつなとつなのさらだ
りんご

食塩相当量 2.4 ｇ
あずきごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 526 kcal
すましじる
さばのみそに
はくさいのさらだ
いちご

食塩相当量 2.0 ｇ
すぱげてぃみーとそーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 572 kcal
れたすすーぷ
きゃべつかにかまさらだ
ばなな

食塩相当量 1.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 528 kcal
すましじる
さわらのさいきょうやき
わかめのなめたけあえ
みかんのかんずめ

食塩相当量 2.8 ｇ
やきとりどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal
みそしる
ひじきのちゅうかあえ
きりぼしだいこんのにもの
りんご

食塩相当量 2.5 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal
はくさいのぽたーじゅ
はんばーぐ
ぼいるさらだ
ばなな

食塩相当量 2.8 ｇ
いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal
とりにくのれもんに
はくさいのきざみのりさら
みかん

食塩相当量 2.4 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 558 kcal タンパク質 21.9 g

19.7 g 食塩相当量 2.4 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 20.1 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
木

21
うどん(ゆで)／三温糖
／かたくり粉／サラダ
油／ごま油／水稲穀粒
(精白米)

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／牛乳
900ml

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／レモン
(果汁､生)／はくさい
／温州蜜柑(普通､生)
／せり／かぶ／きょう
な／だいこん／ほうれ
んそう／根みつば

ぎゅうにゅう
◆しらすやきおにぎり

たんぱく質 21.2 ｇ
／

脂　質 24.4 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)／三温糖

ベーコン／牛乳１L／
豚ひき肉／たまご／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／かに風味かまぼこ
／焼きのり

はくさい／玉葱／にん
じん／パセリ／キャベ
ツ／バナナ／きゅうり

むぎちゃ
◆のりまき

たんぱく質 23.2 ｇ
／

脂　質 24.1 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

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)／ロースハム

玉葱／きゅうり／にん
じん／りんご

むぎちゃ
ちーずけーきふうとーすと

たんぱく質 24.1 ｇ
／

脂　質 10.9 ｇ
月

18
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／蒸しパン
粉／黒砂糖／甘納豆
(あずき)

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／牛乳

★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)

ぎゅうにゅう
◆こくとうむしぱん

たんぱく質 23.6 ｇ
／

脂　質 20.6 ｇ
土

16
スパゲッティ／黒ごま
(いり）／サンドイッ
チ食パン／★ピーナッ
ツバター

豚ひき肉／たまご／か
に風味かまぼこ／牛乳
900ml

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

ぎゅうにゅう
◆ぴーなっつさんど

たんぱく質 23.2 ｇ
／

脂　質 16.9 ｇ
金

15
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／白玉粉
／サフラワー油

あずき(乾）／はんぺ
ん／鰹節（花かつお）
／まさば／塩昆布／牛
乳１L／パルメザン
チーズ

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

ぎゅうにゅう
◆もちもちちーずぱん

たんぱく質 22.0 ｇ
／

脂　質 22.9 ｇ
木

14
うどん(ゆで)／さとい
も／上白糖／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／三温
糖／ごま油／水稲穀粒
(精白米)

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／牛乳900ml／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

ぎゅうにゅう
◆いなりずし

たんぱく質 25.7 ｇ
／

脂　質 25.0 ｇ
水

13
水稲穀粒(精白米)／し
らたき／三温糖／かた
くり粉／サラダ油／ご
ま油／白ごま(すり）
／パイ皮／グラニュー
糖／あんずジャム(高
糖度)

鶏若鶏肉ひき肉／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／牛乳１L

ごぼう／ほうれんそう
／だいこん／にんじん
／温州蜜柑(普通､生)
／りんご

ぎゅうにゅう
◆あっぷるぱい

たんぱく質 15.7 ｇ
／

脂　質 19.6 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）／

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

むぎちゃ
◆しおこんぶてんかすにぎ

たんぱく質 20.7 ｇ
／

脂　質 20.2 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

豚小間／鶏小間／牛乳
900ml／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

ぎゅうにゅう
◆のりちーずさんど

たんぱく質 22.0 ｇ
／

脂　質 11.4 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）／三
温糖／トック

しらす干し(微乾燥品)
／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)／あ
ずき(乾）

なめこ／だいこん／
きゅうり／りんご

むぎちゃ
◆おしるこ

たんぱく質 20.1 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
木

7
うどん(ゆで)／三温糖
／かたくり粉／サラダ
油／ごま油／水稲穀粒
(精白米)

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／牛乳
900ml

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／レモン
(果汁､生)／はくさい
／温州蜜柑(普通､生)
／せり／かぶ／きょう
な／だいこん／ほうれ
んそう／根みつば

ぎゅうにゅう
◆ななくさがゆ

たんぱく質 21.2 ｇ
／

脂　質 24.4 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)／三温糖

ベーコン／牛乳１L／
豚ひき肉／たまご／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／かに風味かまぼこ
／焼きのり

はくさい／玉葱／にん
じん／パセリ／キャベ
ツ／バナナ／きゅうり

むぎちゃ
◆のりまき

たんぱく質 23.2 ｇ
／

脂　質 24.1 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

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)／ロースハム

玉葱／きゅうり／にん
じん／りんご

むぎちゃ
ちーずけーきふうとーすと

たんぱく質 24.1 ｇ
／

脂　質 10.9 ｇ
月

4
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／蒸しパン
粉／黒砂糖／甘納豆
(あずき)

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／牛乳

★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)

ぎゅうにゅう
◆こくとうむしぱん

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
しらすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal
みそしる
さかなのこーんまよねーず
だいこんのわふうさらだ
りんご

食塩相当量 1.8 ｇ
はやしらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal
ちきんすーぷ
こーんさらだ
ばなな

食塩相当量 2.9 ｇ
みーとどりあ ｴﾈﾙｷﾞｰ 597 kcal
たまごすーぷ
いたりあんさらだ
みかん

食塩相当量 2.4 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 522 kcal
じゅりあんぬすーぷ
ちきんふれーくやき
さつまいもさらだ
りんご

食塩相当量 2.5 ｇ
とりごぼうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal
みそしる
さかなのおろしに
にんじんしりしり
みかん

食塩相当量 2.7 ｇ
けんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
ぶたばらだいこん
こまつなとつなのさらだ
りんご

食塩相当量 2.4 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 526 kcal
すましじる
さばのみそに
はくさいのさらだ
いちご

食塩相当量 2.0 ｇ
すぱげてぃみーとそーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 572 kcal
れたすすーぷ
きゃべつかにかまさらだ
ばなな

食塩相当量 1.2 ｇ

30
スパゲッティ／黒ごま
(いり）／サンドイッ
チ食パン／★ピーナッ
ツバター

豚ひき肉／たまご／か
に風味かまぼこ／牛乳
900ml

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

ぎゅうにゅう
◆ぴーなっつさんど たんぱく質 23.6 ｇ

／
脂　質 20.6 ｇ

土

29
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／白玉粉
／サフラワー油

はんぺん／鰹節（花か
つお）／まさば／塩昆
布／牛乳１L／パルメ
ザンチーズ

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

ぎゅうにゅう
◆もちもちちーずぱん たんぱく質 23.2 ｇ

／
脂　質 16.9 ｇ

金

28
うどん(ゆで)／さとい
も／上白糖／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／三温
糖／ごま油／水稲穀粒
(精白米)

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／牛乳900ml／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

ぎゅうにゅう
◆いなりずし たんぱく質 22.0 ｇ

／
脂　質 22.9 ｇ

木

27
水稲穀粒(精白米)／し
らたき／三温糖／かた
くり粉／サラダ油／ご
ま油／白ごま(すり）
／パイ皮／グラニュー
糖／あんずジャム(高
糖度)

鶏若鶏肉ひき肉／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／牛乳１L

ごぼう／ほうれんそう
／だいこん／にんじん
／温州蜜柑(普通､生)
／りんご

ぎゅうにゅう
◆あっぷるぱい たんぱく質 25.7 ｇ

／
脂　質 25.0 ｇ

水

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）／

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

むぎちゃ
◆こんぶてんかすおにぎり たんぱく質 15.7 ｇ

／
脂　質 19.6 ｇ

火

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)／あんぱん
まんスイートりん

りんごじゅーす
◆ふれんちとーすと たんぱく質 21.4 ｇ

／
脂　質 23.5 ｇ

月

20.7 ｇ
／

脂　質 20.2 ｇ
土

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

豚小間／鶏小間／牛乳
900ml／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

ぎゅうにゅう
◆のりちーずさんど 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）／三
温糖／トック

しらす干し(微乾燥品)
／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)／あ
ずき(乾）

なめこ／だいこん／
きゅうり／りんご

むぎちゃ
◆あんまん たんぱく質 22.0 ｇ

／
脂　質 11.4 ｇ

金




