
令和3年　　3月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
みそらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal
とりにくのてりやき
いかさらだ
あおのりぽてと
みかん

食塩相当量 3.0 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
やさいすーぷ
はくさいとはむのさらだ
かふうきゅうり
りんご

食塩相当量 3.2 ｇ
ひなちらしずし ｴﾈﾙｷﾞｰ 452 kcal
すましじる
さけのさいきょうやき
きゅうりのしらすあえ
かぼちゃのふくめに
いよかん 食塩相当量 2.5 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 567 kcal
いしかりじる
とりとぴーなつのいためも
ぶろこりーのまりね
れんこんすてぃっく
めろん 食塩相当量 1.4 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 560 kcal
こーんしちゅー
さけのむにえる
さつまいもさらだ
ういんなーそてー
いちご 食塩相当量 2.3 ｇ
つなぴらふ ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
ちきんすーぷ
きゃべつかにかまさらだ
ばなな

食塩相当量 2.7 ｇ
たこらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal
まかろにすーぷ
ぽてとさらだ
はくさいのおかかあえ
ばなな

食塩相当量 2.5 ｇ
さつまいもごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 585 kcal
みそしる
しろみざかなふらい
なないろさらだ
がんもどきのふくめに
きよみおれんじ 食塩相当量 2.9 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal
じゅりあんぬすーぷ
ぱんぷきんおむれつ
れんこんさらだ
じゃーまんぽてと
いよかん 食塩相当量 3.1 ｇ
ひやしちゅうか ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal
わかめすーぷ
しろみさかなのほいるやき
いたりあんさらだ
さつまいものあまに
りんご 食塩相当量 3.7 ｇ
じゃむさんど ｴﾈﾙｷﾞｰ 601 kcal
こーんぽたーじゅ
とりにくのからあげ
すぱげてぃさらだ
ふらいどぽてと
いちご 食塩相当量 2.5 ｇ
やきとりどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal
みそしる
こーんさらだ
きよみおれんじ

食塩相当量 2.1 ｇ
みそらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal
とりにくのてりやき
いかさらだ
あおのりぽてと
みかん

食塩相当量 3.0 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
やさいすーぷ
はくさいとはむのさらだ
かふうきゅうり
りんご

食塩相当量 3.2 ｇ
ちらしずし ｴﾈﾙｷﾞｰ 452 kcal
すましじる
さけのさいきょうやき
きゅうりのしらすあえ
かぼちゃのふくめに
いよかん 食塩相当量 2.5 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 555 kcal タンパク質 21.6 g

18.7 g 食塩相当量 2.7 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 25.0 ｇ
／

脂　質 18.2 ｇ
月

1
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／サフラワー油
／ごま油／じゃがいも
／サラダ油／水稲穀粒
(精白米)

豚ひき肉／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／いかくん
製／あおのり／牛乳／
焼きのり／たまご

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
ら／きゅうり／セロ
リー／温州蜜柑(普通､
生)

ぎゅうにゅう
◆のりたまおにぎり

たんぱく質 15.7 ｇ
／

脂　質 18.1 ｇ
火

2
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
ごま油／プレミックス
粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／メープ
ルシロップ

豚小間／ウィンナー／
ロースハム／牛乳
900ml／たまご

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／パセリ／はくさ
い／きゅうり／りんご

ぎゅうにゅう
◆ほっとけーき

たんぱく質 21.5 ｇ
／

脂　質 3.5 ｇ
水

3
水稲穀粒(精白米)／上
白糖／花麩／三温糖／
薄力粉／白玉粉

たまご／鰹節（花かつ
お）／しろさけ／しら
す干し(半乾燥品)／あ
ずき(乾）

にんじん／れんこん／
干し椎茸／ほうれんそ
う／生しいたけ(菌床
栽培、生)／きゅうり
／キャベツ／日本かぼ
ちゃ／いよかん／いち
ご

むぎちゃ
◆さくらもち

たんぱく質 19.9 ｇ
／

脂　質 18.0 ｇ
木

4
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／糸こん
にゃく／かたくり粉／
サラダ油／ごま油／★
らっかせい(いり)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／三温糖／もち米

しろさけ／鶏小間／き
な粉(大豆）

にんじん／だいこん／
ねぎ／はくさい／赤
ピーマン／玉葱／しょ
うが／ブロッコリー／
れんこん／メロン(温
室)

むぎちゃ
◆ぼたもち

たんぱく質 24.0 ｇ
／

脂　質 22.3 ｇ
金

5
牛乳パン／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／さつまいも／と
うもろこし(冷凍）／
プリン

豚小間／牛乳１L／し
ろさけ／ウィンナー

玉葱／にんじん／パセ
リ／きゅうり／いちご

むぎちゃ
ぷりん

たんぱく質 19.0 ｇ
／

脂　質 17.5 ｇ
土

6
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／かたくり粉／黒ごま
(いり）／サンドイッ
チ食パン

まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／鶏小間／かに風
味かまぼこ／牛乳／ス
ライスチーズ／ロース
ハム

玉葱／パセリ／にんじ
ん／えのきたけ／ほう
れんそう／キャベツ／
きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆はむちーずさんど

たんぱく質 22.5 ｇ
／

脂　質 21.7 ｇ
月

8
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ABCマカロニ／
じゃがいも／白玉粉／
サフラワー油

豚ひき肉／プロセス
チーズ／ロースハム／
かつお加工品(かつお
節)／牛乳900ml／牛乳
１L／パルメザンチー
ズ

玉葱／にんじん／レタ
ス／キャベツ／パセリ
／きゅうり／はくさい
／バナナ

ぎゅうにゅう
◆もちもちちーずぱん

たんぱく質 25.5 ｇ
／

脂　質 23.6 ｇ
火

9
水稲穀粒(精白米)／さ
つまいも／黒ごま(い
り）／薄力粉／パン粉
(乾燥)／サラダ油／三
温糖／ごま油／上白糖
／豆腐ドーナツ

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／めか
じき／鶏若鶏肉ささ身
／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／サラダチーズ／
がんもどき

ねぎ／だいこん／きゅ
うり／レッドキャベツ
／にんじん／清見オレ
ンジ

むぎちゃ
とうふどーなつ

たんぱく質 20.1 ｇ
／

脂　質 20.5 ｇ
水

10
コッペパン／有塩バ
ター／スパゲッティ／
とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／三温糖／白ごま
(すり）／じゃがいも
／水稲穀粒(精白米)

ベーコン／豚ひき肉／
たまご／ロースハム／
牛乳／わかめご飯の素

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／西洋かぼちゃ／
れんこん／きゅうり／
いよかん

ぎゅうにゅう
◆わかめおにぎり

たんぱく質 25.6 ｇ
／

脂　質 19.3 ｇ
木

11
中華めん(ゆで)／三温
糖／ごま油／かたくり
粉／サフラワー油／さ
つまいも／上白糖／水
稲穀粒(精白米)

かに風味かまぼこ／ボ
ンレスハム／たまご／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／めかじき／か
に風味かまぼこ／ピザ
用チーズ／ロースハム
／サラダチーズ／鶏若

きゅうり／ねぎ／グリ
ンピース(冷凍)／えの
きたけ／ほんしめじ／
りんご／にんじん／玉
葱

むぎちゃ
◆らいすころっけ

たんぱく質 19.0 ｇ
／

脂　質 26.3 ｇ
金

12
食パン(市販品）／い
ちごジャム(低糖度)／
とうもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)／かたくり粉／サフ
ラワー油／マカロニ･
スパゲッティ／冷凍フ
ライドポテト／ショー

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／ロースハ
ム

きゅうり／いちご むぎちゃ
けーき

たんぱく質 21.3 ｇ
／

脂　質 22.5 ｇ
土

13
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／食パン(市販品）／
有塩バター／グラ
ニュー糖

鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／刻みのり／絹ごし豆
腐／かたくちいわし／
牛乳900ml

はくさい／キャベツ／
きゅうり／清見オレン
ジ

ぎゅうにゅう
◆しゅがーとーすと

たんぱく質 25.0 ｇ
／

脂　質 18.2 ｇ
月

15
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／サフラワー油
／ごま油／じゃがいも
／サラダ油／水稲穀粒
(精白米)

豚ひき肉／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／いかくん
製／あおのり／牛乳／
焼きのり／たまご

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
ら／きゅうり／セロ
リー／温州蜜柑(普通､
生)

ぎゅうにゅう
◆のりたまおにぎり

たんぱく質 15.7 ｇ
／

脂　質 18.1 ｇ
火

16
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
ごま油／プレミックス
粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／メープ
ルシロップ

豚小間／ウィンナー／
ロースハム／牛乳
900ml／たまご

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／パセリ／はくさ
い／きゅうり／りんご

ぎゅうにゅう
◆ほっとけーき

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 21.5 ｇ
／

脂　質 3.5 ｇ
水

17
水稲穀粒(精白米)／上
白糖／花麩／三温糖／
薄力粉

たまご／鰹節（花かつ
お）／しろさけ／しら
す干し(半乾燥品)

にんじん／れんこん／
干し椎茸／ほうれんそ
う／生しいたけ(菌床
栽培、生)／きゅうり
／キャベツ／日本かぼ
ちゃ／いよかん

むぎちゃ
アイスクリーム



午 後

午 前
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 567 kcal
いしかりじる
とりとぴーなつのいためも
ぶろこりーのまりね
れんこんすてぃっく
めろん 食塩相当量 1.4 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 560 kcal
こーんしちゅー
さけのむにえる
さつまいもさらだ
ういんなーそてー
いちご 食塩相当量 2.3 ｇ
たこらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal
まかろにすーぷ
ぽてとさらだ
はくさいのおかかあえ
ばなな

食塩相当量 2.5 ｇ
さつまいもごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 585 kcal
みそしる
しろみざかなふらい
なないろさらだ
がんもどきのふくめに
きよみおれんじ 食塩相当量 2.9 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal
じゅりあんぬすーぷ
ぱんぷきんおむれつ
れんこんさらだ
じゃーまんぽてと
いよかん 食塩相当量 3.1 ｇ
ひやしちゅうか ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal
わかめすーぷ
しろみさかなのほいるやき
いたりあんさらだ
さつまいものあまに
りんご 食塩相当量 3.7 ｇ
じゃむさんど ｴﾈﾙｷﾞｰ 601 kcal
こーんぽたーじゅ
とりにくのからあげ
すぱげてぃさらだ
ふらいどぽてと
いちご 食塩相当量 2.5 ｇ
やきとりどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal
みそしる
こーんさらだ
きよみおれんじ

食塩相当量 2.1 ｇ
みそらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal
とりにくのてりやき
いかさらだ
あおのりぽてと
みかん

食塩相当量 3.0 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
やさいすーぷ
はくさいとはむのさらだ
かふうきゅうり
りんご

食塩相当量 3.2 ｇ
ちらしずし ｴﾈﾙｷﾞｰ 452 kcal
すましじる
さけのさいきょうやき
きゅうりのしらすあえ
かぼちゃのふくめに
いよかん 食塩相当量 2.5 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

18
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／糸こん
にゃく／かたくり粉／
サラダ油／ごま油／★
らっかせい(いり)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／三温糖／もち米

しろさけ／鶏小間／き
な粉(大豆）

にんじん／だいこん／
ねぎ／はくさい／赤
ピーマン／玉葱／しょ
うが／ブロッコリー／
れんこん／メロン(温
室)

むぎちゃ
◆ぼたもち たんぱく質 19.9 ｇ

／
脂　質 18.0 ｇ

木

19
牛乳パン／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／さつまいも／と
うもろこし(冷凍）／
プリン

豚小間／牛乳１L／し
ろさけ／ウィンナー

玉葱／にんじん／パセ
リ／きゅうり／いちご

むぎちゃ
ぷりん たんぱく質 24.0 ｇ

／
脂　質 22.3 ｇ

金

22
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ABCマカロニ／
じゃがいも／白玉粉／
サフラワー油

豚ひき肉／プロセス
チーズ／ロースハム／
かつお加工品(かつお
節)／牛乳900ml／牛乳
１L／パルメザンチー
ズ

玉葱／にんじん／レタ
ス／キャベツ／パセリ
／きゅうり／はくさい
／バナナ

ぎゅうにゅう
◆もちもちちーずぱん たんぱく質 22.5 ｇ

／
脂　質 21.7 ｇ

月

23
水稲穀粒(精白米)／さ
つまいも／黒ごま(い
り）／薄力粉／パン粉
(乾燥)／サラダ油／三
温糖／ごま油／上白糖
／豆腐ドーナツ

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／めか
じき／鶏若鶏肉ささ身
／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／サラダチーズ／
がんもどき

ねぎ／だいこん／きゅ
うり／レッドキャベツ
／にんじん／清見オレ
ンジ

むぎちゃ
とうふどーなつ たんぱく質 25.5 ｇ

／
脂　質 23.6 ｇ

火

24
コッペパン／有塩バ
ター／スパゲッティ／
とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／三温糖／白ごま
(すり）／じゃがいも
／水稲穀粒(精白米)

ベーコン／豚ひき肉／
たまご／ロースハム／
牛乳／わかめご飯の素

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／西洋かぼちゃ／
れんこん／きゅうり／
いよかん

ぎゅうにゅう
◆わかめおにぎり たんぱく質 20.1 ｇ

／
脂　質 20.5 ｇ

水

25
中華めん(ゆで)／三温
糖／ごま油／かたくり
粉／サフラワー油／さ
つまいも／上白糖／水
稲穀粒(精白米)

かに風味かまぼこ／ボ
ンレスハム／たまご／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／めかじき／か
に風味かまぼこ／ピザ
用チーズ／ロースハム
／サラダチーズ／鶏若

きゅうり／ねぎ／グリ
ンピース(冷凍)／えの
きたけ／ほんしめじ／
りんご／にんじん／玉
葱

むぎちゃ
◆らいすころっけ たんぱく質 25.6 ｇ

／
脂　質 19.3 ｇ

木

26
食パン(市販品）／い
ちごジャム(低糖度)／
とうもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)／かたくり粉／サフ
ラワー油／マカロニ･
スパゲッティ／冷凍フ
ライドポテト／ショー

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／ロースハ
ム

きゅうり／いちご むぎちゃ
けーき たんぱく質 19.0 ｇ

／
脂　質 26.3 ｇ

金

27
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／食パン(市販品）／
有塩バター／グラ
ニュー糖

鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／刻みのり／絹ごし豆
腐／かたくちいわし／
牛乳900ml

はくさい／キャベツ／
きゅうり／清見オレン
ジ

ぎゅうにゅう
◆しゅがーとーすと たんぱく質 21.3 ｇ

／
脂　質 22.5 ｇ

土

29
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／サフラワー油
／ごま油／じゃがいも
／サラダ油／水稲穀粒
(精白米)

豚ひき肉／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／いかくん
製／あおのり／牛乳／
焼きのり／たまご

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
ら／きゅうり／セロ
リー／温州蜜柑(普通､
生)

ぎゅうにゅう
◆のりたまおにぎり たんぱく質 25.0 ｇ

／
脂　質 18.2 ｇ

月

30
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
ごま油／プレミックス
粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／メープ
ルシロップ

豚小間／ウィンナー／
ロースハム／牛乳
900ml／たまご

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／パセリ／はくさ
い／きゅうり／りんご

ぎゅうにゅう
◆ほっとけーき たんぱく質 15.7 ｇ

／
脂　質 18.1 ｇ

火

31
水稲穀粒(精白米)／上
白糖／花麩／三温糖／
薄力粉／白玉粉

たまご／鰹節（花かつ
お）／しろさけ／しら
す干し(半乾燥品)／あ
ずき(乾）

にんじん／れんこん／
干し椎茸／ほうれんそ
う／生しいたけ(菌床
栽培、生)／きゅうり
／キャベツ／日本かぼ
ちゃ／いよかん／いち
ご

むぎちゃ
アイスクリーム たんぱく質 21.5 ｇ

／
脂　質 3.5 ｇ

水


