
令和3年　　2月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal
かぶと卵のとろりスープ
中華風れんこんサラダ
ゆでブロッコリー

食塩相当量 2.3 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
鰯のつみれ汁
鶏肉の味噌漬け焼き
五目豆
ほうれん草のお浸し

食塩相当量 2.4 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal
ほうとう風味噌汁
ハンバーグ
ごぼうスティック煮
ポテトサラダ

食塩相当量 1.2 ｇ
白パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 475 kcal
コーンシチュー
パンプキンオムレツ
イタリアンサラダ
人参グラッセ

食塩相当量 1.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 541 kcal
豆腐とニラのスープ
鮭のくわ焼き
鶏肉とﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｵｰﾛﾗｿｰｽ
金時豆煮

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal
すまし汁（わかめ・ねぎ）
麻婆豆腐
キャベツのごま酢和え

食塩相当量 2.3 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 522 kcal
おこと汁
銀だらの煮付け
ひじき豆
マカロニサラダ

食塩相当量 1.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
味噌汁（豆腐・油揚げ）
鶏肉の照焼き
納豆
ほうれん草のみぞれ和え

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 450 kcal
和風カレースープ
白身魚の照り焼き
大根と鶏肉の煮物
ブロッコリーのおかか和え

食塩相当量 1.4 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal
味噌汁（玉葱・わかめ）
鰤の照り焼き
じゃが芋のきんぴら
千草和え

食塩相当量 1.8 ｇ
ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal
キャベツベーコンスープ
鶏肉の味噌マヨネーズ焼き
大根とツナのサラダ

食塩相当量 2.5 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal
かぶと卵のとろりスープ
中華風れんこんサラダ
ゆでブロッコリー

食塩相当量 2.3 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
味噌汁（豆腐・油揚げ）
鶏肉の照焼き
納豆
ほうれん草のみぞれ和え

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal
ほうとう風味噌汁
ハンバーグ
ごぼうスティック煮
ポテトサラダ

食塩相当量 1.2 ｇ
白パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 475 kcal
コーンシチュー
パンプキンオムレツ
イタリアンサラダ
人参グラッセ

食塩相当量 1.9 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 497 kcal タンパク質 19.8 g

16.7 g 食塩相当量 1.9 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

たんぱく質 15.7 ｇ
／ 果物（バナナ）

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

牛乳900ml／豚小間／
たまご／刻みのり

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

牛乳
◆手づくり苺ジャムサンド

牛乳

たんぱく質 22.4 ｇ
／ 果物（でこぽん・苺）

脂　質 14.7 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

牛乳900ml／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／

しょうが／ごぼう／に
んじん／ほうれんそう
／いちご

牛乳
◆蒸しパン

牛乳

たんぱく質 18.4 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 15.8 ｇ
水

3
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／白ごま
(すり）／三温糖／
じゃがいも／ノンエッ
グマヨネーズ

牛乳900ml／豚小間／
豚ひき肉／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)

麦茶
◆きつねごはん

牛乳

たんぱく質 17.0 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 16.8 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)

牛乳900ml／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

麦茶
◆鯛飯おにぎり

牛乳

たんぱく質 23.0 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 17.5 ｇ
金

5
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／薄力粉／三
温糖／ノンエッグマヨ
ネーズ／サンドイッチ
食パン

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／しろさけ／鶏小間
／大正金時／ツナチャ
ンク

にら／ブロッコリー／
バナナ

牛乳
◆ツナサンド

牛乳

たんぱく質 20.7 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 16.4 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）

牛乳１L／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／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)

牛乳
◆ピザトースト

牛乳

たんぱく質 20.8 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 18.6 ｇ
月

8
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／三温糖／マカ
ロニ／ノンエッグマヨ
ネーズ／ランチパン

牛乳１L／焼き豆腐／
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

にんじん／ごぼう／だ
いこん／きゅうり／い
ちご

牛乳
◆ランチパン

牛乳

たんぱく質 24.8 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 18.7 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

牛乳900ml／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／たまご

ほうれんそう／ほんし
めじ／だいこん／いち
ご

牛乳
◆フレンチトースト

牛乳

たんぱく質 16.5 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 13.6 ｇ
水

10
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／じゃがいも／サ
フラワー油／ごま油

牛乳900ml／豚ひき肉
／むつ／鶏小間／かつ
お加工品(かつお節)／
たまご／なると

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

麦茶
◆炒飯

牛乳

たんぱく質 23.3 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 13.0 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)

牛乳900ml／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

牛乳
◆豆腐入りホットケーキ

牛乳

たんぱく質 18.7 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 22.5 ｇ
土

13
ロールパン／水稲穀粒
(精白米)／三温糖

牛乳900ml／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)／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／にん
じん／バナナ

牛乳
◆炊き込みおにぎり

牛乳

たんぱく質 15.7 ｇ
／ 果物（バナナ）

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

牛乳900ml／豚小間／
たまご／刻みのり

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

牛乳
◆ピーナッツサンド

牛乳

たんぱく質 24.8 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 18.7 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

牛乳900ml／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／たまご

ほうれんそう／ほんし
めじ／だいこん／いち
ご

牛乳
◆フレンチトースト

牛乳

たんぱく質 18.4 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 15.8 ｇ
水

17
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／白ごま
(すり）／三温糖／
じゃがいも／ノンエッ
グマヨネーズ

牛乳900ml／豚小間／
豚ひき肉／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)

麦茶
◆きつねごはん

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 17.0 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 16.8 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)

牛乳900ml／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

麦茶
◆鯛飯おにぎり

牛乳
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午 後

午 前
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 541 kcal
豆腐とニラのスープ
鮭のくわ焼き
鶏肉とﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｵｰﾛﾗｿｰｽ
金時豆煮

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal
すまし汁（わかめ・ねぎ）
麻婆豆腐
キャベツのごま酢和え

食塩相当量 2.3 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 522 kcal
おこと汁
銀だらの煮付け
ひじき豆
マカロニサラダ

食塩相当量 1.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 450 kcal
和風カレースープ
白身魚の照り焼き
大根と鶏肉の煮物
ブロッコリーのおかか和え

食塩相当量 1.4 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 483 kcal
白菜と人参のスープ
マカロニグラタン
ほうれん草コーンソテー
パンプキンサラダ

食塩相当量 2.4 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
味噌汁（玉葱・わかめ）
鰤の照り焼き
じゃが芋のきんぴら
千草和え

食塩相当量 1.8 ｇ
ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal
キャベツベーコンスープ
鶏肉の味噌マヨネーズ焼き
大根とツナのサラダ

食塩相当量 2.5 ｇ

27
ロールパン／水稲穀粒
(精白米)／三温糖

牛乳900ml／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)／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／にん
じん／バナナ

牛乳
◆炊き込みおにぎり たんぱく質 18.7 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 22.5 ｇ
土 牛乳

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)

牛乳900ml／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

牛乳
◆豆腐入りホットケーキ たんぱく質 23.3 ｇ

／ 果物（いよかん）

脂　質 13.0 ｇ
金 牛乳

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)／ノン
エッグマヨネーズ／水
稲穀粒(精白米)

牛乳900ml／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

麦茶
◆わかめおにぎり たんぱく質 15.2 ｇ

／ 果物（いちご）

脂　質 18.2 ｇ
木 牛乳

24
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／じゃがいも／サ
フラワー油／ごま油

牛乳900ml／豚ひき肉
／むつ／鶏小間／かつ
お加工品(かつお節)／
たまご／なると

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

麦茶
◆炒飯 たんぱく質 16.5 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 13.6 ｇ
水 牛乳

22
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／三温糖／マカ
ロニ／ノンエッグマヨ
ネーズ／ランチパン

牛乳１L／焼き豆腐／
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

にんじん／ごぼう／だ
いこん／きゅうり／い
ちご

牛乳
◆ランチパン たんぱく質 20.8 ｇ

／ 果物（いちご）

脂　質 18.6 ｇ
月 牛乳

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）

牛乳１L／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／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)

牛乳
◆ピザトースト たんぱく質 20.7 ｇ

／ 果物（みかん）

脂　質 16.4 ｇ
土 牛乳

19
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／薄力粉／三
温糖／ノンエッグマヨ
ネーズ／サンドイッチ
食パン

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／しろさけ／鶏小間
／大正金時／ツナチャ
ンク

にら／ブロッコリー／
バナナ

牛乳
◆ツナサンド たんぱく質 23.0 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 17.5 ｇ
金 牛乳

2ページ

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


