
令和3年　　2月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal
かぶとたまごのすーぷ
ちゅうかふうれんこんさらだ
ゆでぶろっこりー
ばなな

食塩相当量 2.7 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 615 kcal
いわしのつみれじる
とりにくのみそづけやき
ごもくまめ
ほうれんそうのおひたし
でこぽん 食塩相当量 2.9 ｇ
ほうとううどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal
ひれかつ
ごぼうすてぃっくに
ぽてとさらだ
みかん

食塩相当量 2.0 ｇ
しろぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 543 kcal
こーんしちゅー
ぱんぷきんおむれつ
いたりあんさらだ
にんじんぐらっせ
いちご 食塩相当量 2.3 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 610 kcal
とうふとにらのすーぷ
さけのくわやき
とりとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｵｰﾛﾗｿｰｽ
きんときまめに
ばなな 食塩相当量 2.1 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal
すましじる
まーぼーどうふ
きゃべつのごまずあえ
みかん

食塩相当量 2.9 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal
おことじる
ぎんだらのにつけ
ひじきまめ
まかろにさらだ
いちご 食塩相当量 2.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 567 kcal
みそしる
とりにくのてりやき
なっとう
ほうれんそうのみぞれあえ
いちご 食塩相当量 1.9 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal
えびふらい
だいこんととりにくのにもの
ぶろっこりーのおかかあえ
ばなな

食塩相当量 2.1 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal
みそしる
ぶりのてりやき
じゃがいものきんぴら
ちぐさあえ
いちご 食塩相当量 2.2 ｇ
ろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
とりのみそまよねーずやき
だいこんとつなのさらだ
ばなな

食塩相当量 2.8 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal
かぶとたまごのすーぷ
ちゅうかふうれんこんさらだ
ゆでぶろっこりー
ばなな

食塩相当量 2.7 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 567 kcal
みそしる
とりにくのてりやき
なっとう
ほうれんそうのみぞれあえ
いちご 食塩相当量 1.9 ｇ
ほうとううどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal
ひれかつ
ごぼうすてぃっくに
ぽてとさらだ
みかん

食塩相当量 2.0 ｇ
しろぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 543 kcal
こーんしちゅー
ぱんぷきんおむれつ
いたりあんさらだ
にんじんぐらっせ
いちご 食塩相当量 2.3 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 568 kcal タンパク質 22.7 g

17.9 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 18.2 ｇ
／

脂　質 17.9 ｇ
木

18
白パン／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／三温糖／サフラ
ワー油／上白糖／水稲
穀粒(精白米)

豚小間／牛乳１L／豚
ひき肉／たまご／ロー
スハム／サラダチーズ
／まだい(天然)

玉葱／にんじん／パセ
リ／西洋かぼちゃ／
きゅうり／いちご

むぎちゃ
◆たいめしおにぎり

たんぱく質 22.9 ｇ
／

脂　質 17.4 ｇ
水

17
うどん(ゆで)／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サラ
ダ油／白ごま(すり）
／三温糖／じゃがいも
／水稲穀粒(精白米)

豚小間／豚ひれ／たま
ご／ロースハム／油揚
げ

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／ほうれんそ
う／ごぼう／きゅうり
／温州蜜柑(普通､生)

むぎちゃ
◆いなりずし

たんぱく質 27.7 ｇ
／

脂　質 20.2 ｇ
火

16
水稲穀粒(精白米)／花
麩／食パン(市販品）
／上白糖／有塩バター

絹ごし豆腐／油揚げ／
かたくちいわし(煮干
し)／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／★糸引納豆／
牛乳／たまご／牛乳
900ml

ほうれんそう／ほんし
めじ／だいこん／いち
ご

ぎゅうにゅう
◆ふれんちとーすと

たんぱく質 16.7 ｇ
／

脂　質 14.0 ｇ
月

15
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／白ごま(すり）／
三温糖／サラダ油／ご
ま油／食パン(市販
品）／上白糖/ピー
ナッツクリーム

豚小間／たまご／刻み
のり／牛乳

にんじん／玉葱／かぶ
／れんこん／きゅうり
／ブロッコリー／バナ
ナ／

ぎゅうにゅう
◆ぴーなっつちょこさんど

たんぱく質 20.9 ｇ
／

脂　質 24.7 ｇ
土

13
ロールパン／水稲穀粒
(精白米)／三温糖

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛
乳／鶏若鶏肉ひき肉／
焼きのり

キャベツ／玉葱／だい
こん／きゅうり／バナ
ナ／にんじん

ぎゅうにゅう
◆たきこみおにぎり

たんぱく質 25.1 ｇ
／ 　つ

脂　質 14.6 ｇ
金

12
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／白ごま
(いり）／三温糖／ご
ま油／プレミックス粉
(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／サラダ油

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／ぶり／た
まご／油揚げ／のむ
ヨーグルト／絹ごし豆
腐／脱脂粉乳／きな粉
(大豆）

玉葱／しょうが／にん
じん／ほうれんそう／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／い
ちご

のむよーぐると
◆とうふのしっとりどーな

たんぱく質 22.7 ｇ
／

脂　質 15.8 ｇ
水

10
うどん(ゆで)／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サラ
ダ油／三温糖／じゃが
いも／水稲穀粒(精白
米)／サフラワー油／
ごま油

豚小間／ブラックタイ
ガー(養殖)／たまご／
鶏小間／かつお加工品
(かつお節)／なると／
豚ひき肉

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／だいこん／
ブロッコリー／バナナ
／あさつき

むぎちゃ
◆ちゃーはん

たんぱく質 27.7 ｇ
／

脂　質 20.2 ｇ
火

9
水稲穀粒(精白米)／花
麩／食パン(市販品）
／上白糖／有塩バター

絹ごし豆腐／油揚げ／
かたくちいわし(煮干
し)／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／★糸引納豆／
牛乳／たまご／牛乳
900ml

ほうれんそう／ほんし
めじ／だいこん／いち
ご

ぎゅうにゅう
◆ふれんちとーすと

たんぱく質 24.1 ｇ
／

脂　質 18.9 ｇ
月

8
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／糸こんにゃく
／三温糖／マカロニ／
ランチパン／スパゲッ
ティ

焼き豆腐／さつま揚げ
／あずき(乾）／かた
くちいわし(煮干し)／
ぎんだら／干ひじき(ｽ
ﾃﾝﾚｽ釜、乾)／焼き竹
輪／大豆(国産､ゆで）
／ロースハム／牛乳／

にんじん／ごぼう／だ
いこん／きゅうり／い
ちご

ぎゅうにゅう
◆すぱげてぃーぱん

たんぱく質 22.2 ｇ
／

脂　質 15.9 ｇ
土

6
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／かたく
り粉／白ごま(いり）
／食パン(市販品）

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／鰹節（花かつ
お）／木綿豆腐／豚ひ
き肉／牛乳／ロースハ
ム／ピザ用チーズ

ねぎ／玉葱／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／
キャベツ／温州蜜柑
(普通､生)

ぎゅうにゅう
◆ぴざとーすと

たんぱく質 28.4 ｇ
／

脂　質 18.5 ｇ
金

5
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／薄力粉／三
温糖／サンドイッチ食
パン

絹ごし豆腐／しろさけ
／鶏小間／大正金時／
牛乳／ツナチャンク

にら／ブロッコリー／
バナナ

ぎゅうにゅう
◆つなさんど

たんぱく質 18.2 ｇ
／

脂　質 17.9 ｇ
木

4
白パン／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／三温糖／サフラ
ワー油／上白糖／水稲
穀粒(精白米)

豚小間／牛乳１L／豚
ひき肉／たまご／ロー
スハム／サラダチーズ
／まだい(天然)

玉葱／にんじん／パセ
リ／西洋かぼちゃ／
きゅうり／いちご

むぎちゃ
◆たいめしおにぎり

たんぱく質 22.9 ｇ
／

脂　質 17.4 ｇ
水

3
うどん(ゆで)／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サラ
ダ油／白ごま(すり）
／三温糖／じゃがいも
／水稲穀粒(精白米)

豚小間／豚ひれ／たま
ご／ロースハム／油揚
げ

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／ほうれんそ
う／ごぼう／きゅうり
／温州蜜柑(普通､生)

むぎちゃ
◆いなりずし

たんぱく質 25.0 ｇ
／

脂　質 17.5 ｇ
火

2
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖／白
ごま(いり）／蒸しパ
ン粉／さつまいも／有
塩バター

まいわし／たまご／絹
ごし豆腐／かたくちい
わし(煮干し)／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／大豆
(国産､ゆで）／りしり
こんぶ(素干し)／焼き
竹輪／かつお加工品

しょうが／ごぼう／に
んじん／ほうれんそう
／いちご

ぎゅうにゅう
◆おにむしぱん

たんぱく質 16.7 ｇ
／  んど

脂　質 14.0 ｇ
月

1
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／白ごま(すり）／
三温糖／サラダ油／ご
ま油／食パン(市販
品）／上白糖

豚小間／たまご／刻み
のり／牛乳

にんじん／玉葱／かぶ
／れんこん／きゅうり
／ブロッコリー／バナ
ナ／いちご

ぎゅうにゅう
◆てづくりいちごじゃむさ
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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
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午 後

午 前
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 610 kcal
とうふとにらのすーぷ
さけのくわやき
とりとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｵｰﾛﾗｿｰｽ
きんときまめに
ばなな 食塩相当量 2.1 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal
すましじる
まーぼーどうふ
きゃべつのごまずあえ
みかん

食塩相当量 2.9 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal
おことじる
ぎんだらのにつけ
ひじきまめ
まかろにさらだ
いちご 食塩相当量 2.2 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal
えびふらい
だいこんととりにくのにもの
ぶろっこりーのおかかあえ
ばなな

食塩相当量 2.1 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 567 kcal
はくさいにんじんのすーぷ
まかろにぐらたん
ほうれんそうこーんそてー
ぱんぷきんさらだ
いちご 食塩相当量 3.1 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal
みそしる
ぶりのてりやき
じゃがいものきんぴら
ちぐさあえ
いよかん 食塩相当量 2.2 ｇ
ろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
とりのみそまよねーずやき
だいこんとつなのさらだ
ばなな

食塩相当量 2.8 ｇ
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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)／か
たくり粉／薄力粉／三
温糖／サンドイッチ食
パン

絹ごし豆腐／しろさけ
／鶏小間／大正金時／
牛乳／ツナチャンク

にら／ブロッコリー／
バナナ

ぎゅうにゅう
◆つなさんど たんぱく質 28.4 ｇ

／
脂　質 18.5 ｇ

金

20
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／かたく
り粉／白ごま(いり）
／食パン(市販品）

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／鰹節（花かつ
お）／木綿豆腐／豚ひ
き肉／牛乳／ロースハ
ム／ピザ用チーズ

ねぎ／玉葱／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／
キャベツ／温州蜜柑
(普通､生)

ぎゅうにゅう
◆ぴざとーすと たんぱく質 22.2 ｇ

／
脂　質 15.9 ｇ

土

22
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／糸こんにゃく
／三温糖／マカロニ／
ランチパン／スパゲッ
ティ

焼き豆腐／さつま揚げ
／あずき(乾）／かた
くちいわし(煮干し)／
ぎんだら／干ひじき(ｽ
ﾃﾝﾚｽ釜、乾)／焼き竹
輪／大豆(国産､ゆで）
／ロースハム／牛乳／

にんじん／ごぼう／だ
いこん／きゅうり／い
ちご

ぎゅうにゅう
◆すぱげてぃーぱん たんぱく質 24.1 ｇ

／
脂　質 18.9 ｇ

月

24
うどん(ゆで)／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サラ
ダ油／三温糖／じゃが
いも／水稲穀粒(精白
米)／サフラワー油／
ごま油

豚小間／ブラックタイ
ガー(養殖)／たまご／
鶏小間／かつお加工品
(かつお節)／なると／
豚ひき肉

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／だいこん／
ブロッコリー／バナナ
／あさつき

むぎちゃ
◆ちゃーはん たんぱく質 22.7 ｇ

／
脂　質 15.8 ｇ

水

25
牛乳パン／かたくり粉
／マカロニ／薄力粉／
有塩バター／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／水稲
穀粒(精白米)

鶏小間／牛乳１L／ピ
ザ用チーズ／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／わ
かめご飯の素

はくさい／にんじん／
玉葱／パセリ／ほうれ
んそう／西洋かぼちゃ
／きゅうり／いちご

むぎちゃ
◆わかめおにぎり たんぱく質 17.2 ｇ

／
脂　質 19.6 ｇ

木

26
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／白ごま
(いり）／三温糖／ご
ま油／プレミックス粉
(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／サラダ油

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／ぶり／た
まご／油揚げ／のむ
ヨーグルト／絹ごし豆
腐／脱脂粉乳／きな粉
(大豆）

玉葱／しょうが／にん
じん／ほうれんそう／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／い
よかん

のむよーぐると
◆とうふのしっとりどーな たんぱく質 25.1 ｇ

／ 　つ

脂　質 14.6 ｇ
金

27
ロールパン／水稲穀粒
(精白米)／三温糖

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛
乳／鶏若鶏肉ひき肉／
焼きのり

キャベツ／玉葱／だい
こん／きゅうり／バナ
ナ／にんじん

ぎゅうにゅう
◆たきこみおにぎり たんぱく質 20.9 ｇ

／
脂　質 24.7 ｇ

土

＜お知らせ＞

うさぎ組の保護者の皆様

日頃、給食へのご理解、感謝申し上げます。

うさぎ組さんは進級に向け、今月から３歳以上児向けの献立とさせていただきます。

午前の牛乳がなくなりますので、ご承知おき下さい。

ひらがなで読みづらい点もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。


