
令和3年　　3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 489 kcal
味噌汁(キャベツ・人参)
鶏肉の照焼き
いかサラダ
青のりポテト

食塩相当量 2.4 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
野菜スープ
白菜とハムのサラダ
華風きゅうり

食塩相当量 2.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 380 kcal
すまし汁(青菜･花麩･椎茸
鮭の西京焼き
きゅりのしらすあえ
かぼちゃの含煮

食塩相当量 2.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 528 kcal
石狩汁
鶏肉と野菜の炒め物
ブロッコリーのマリネ
れんこんスティック

食塩相当量 1.3 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal
コーンシチュー
鮭のムニエル
さつまいもサラダ
スティック人参

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 475 kcal
ツナとコーンのソテー
チキンスープ
キャベツかにかまサラダ

食塩相当量 2.2 ｇ
そぼろご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 462 kcal
マカロニスープ
ポテトサラダ
白菜のおかかあえ

食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 473 kcal
味噌汁（豆腐・長葱）
白身魚フライ
七色サラダ
がんもどきの含め煮

食塩相当量 2.2 ｇ
コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal
ジュリアンヌスープ
パンプキンオムレツ
れんこんサラダ
ジャーマンポテト

食塩相当量 2.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 458 kcal
わかめスープ
白身魚のチーズ焼き
イタリアンサラダ
さつまいもの甘煮

食塩相当量 1.7 ｇ
ジャムサンド ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
コーンポタージュ
鶏肉の唐揚げ
スパゲティサラダ
フライドポテト

食塩相当量 2.1 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 408 kcal
味噌汁（豆腐・白菜）
鶏肉の照焼き
コーンサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal
味噌汁(キャベツ・人参)
鶏肉の照焼き
いかサラダ
青のりポテト

食塩相当量 2.4 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
野菜スープ
白菜とハムのサラダ
華風きゅうり

食塩相当量 2.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 380 kcal
すまし汁(青菜･花麩･椎茸
鮭の西京焼き
きゅりのしらすあえ
かぼちゃの含煮

食塩相当量 2.2 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 476 kcal タンパク質 17.8 g

15.8 g 食塩相当量 2.1 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 18.3 ｇ
／ 果物（いよかん）

脂　質 6.2 ｇ
水

17
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／黒ごま
(いり）

牛乳１L／鰹節（花か
つお）／しろさけ／し
らす干し(半乾燥品)

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

麦茶
◆ごまおにぎり

牛乳

たんぱく質 15.0 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 17.3 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

牛乳900ml／豚小間／
ウィンナー／ロースハ
ム／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

牛乳
◆ホットケーキ

牛乳

たんぱく質 18.5 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 15.1 ｇ
月

15
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サフラワー油／
ごま油／じゃがいも／
サラダ油

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／いかくん
製／あおのり／焼きの
り／たまご

キャベツ／にんじん／
きゅうり／セロリー／
温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆のりたまおにぎり

牛乳

たんぱく質 15.0 ｇ
／ 果物（清見オレンジ）

脂　質 16.6 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

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／かたくちいわし／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)

はくさい／キャベツ／
きゅうり／清見オレン
ジ

牛乳
◆シュガートースト

牛乳

たんぱく質 15.7 ｇ
／ 果物(いちご)

脂　質 22.3 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900ml／牛乳１L／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／ロースハム

きゅうり／いちご 麦茶
◆おかかおにぎり

牛乳

たんぱく質 18.4 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 15.1 ｇ
木

11
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖／サ
フラワー油／さつまい
も／上白糖

牛乳900ml／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／鶏若鶏肉ひき
肉

ねぎ／グリンピース
(冷凍)／えのきたけ／
ほんしめじ／きゅうり
／にんじん／玉葱

麦茶
◆チキンライスのおにぎり

牛乳

たんぱく質 19.2 ｇ
／ 果物（いよかん）

脂　質 20.2 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)

牛乳１L／ベーコン／
豚ひき肉／たまご／
ロースハム／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

牛乳
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 22.7 ｇ
／ 果物(清見オレンジ)

脂　質 19.9 ｇ
火

9
水稲穀粒(精白米)／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

牛乳１L／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

麦茶
豆腐ドーナツ

牛乳

たんぱく質 14.8 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 11.4 ｇ
月

8
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ABCマカロニ／
じゃがいも／ノンエッ
グマヨネーズ

牛乳900ml／豚ひき肉
／ロースハム／かつお
加工品(かつお節)

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／きゅう
り／はくさい／バナナ

牛乳
◆塩にぎり

牛乳

たんぱく質 18.3 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 15.5 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）／ノンエッグ
マヨネーズ／サンド
イッチ食パン

牛乳１L／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
／スライスチーズ／
ロースハム

玉葱／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

牛乳
◆ハムチーズサンド

牛乳

たんぱく質 19.5 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 16.4 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）／
水稲穀粒(精白米)

牛乳１L／豚小間／し
ろさけ／わかめご飯の
素

玉葱／にんじん／パセ
リ／きゅうり／いちご

麦茶
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 18.6 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 17.5 ｇ
木

4
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／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

牛乳900ml／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／バナナ

麦茶
◆ぼたもち

牛乳

たんぱく質 18.3 ｇ
／ 果物（いよかん）

脂　質 6.2 ｇ
水

3
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／黒ごま
(いり）

牛乳１L／鰹節（花か
つお）／しろさけ／し
らす干し(半乾燥品)

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

麦茶
◆ごまおにぎり

牛乳

たんぱく質 15.0 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 17.3 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

牛乳900ml／豚小間／
ウィンナー／ロースハ
ム／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

牛乳
◆ホットケーキ

牛乳

たんぱく質 18.5 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 15.1 ｇ
月

1
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サフラワー油／
ごま油／じゃがいも／
サラダ油

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／いかくん
製／あおのり／焼きの
り／たまご

キャベツ／にんじん／
きゅうり／セロリー／
温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆のりたまおにぎり

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 528 kcal
石狩汁
鶏肉と野菜の炒め物
ブロッコリーのマリネ
れんこんスティック

食塩相当量 1.3 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal
コーンシチュー
鮭のムニエル
さつまいもサラダ
スティック人参

食塩相当量 1.6 ｇ
そぼろご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 462 kcal
マカロニスープ
ポテトサラダ
白菜のおかかあえ

食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 473 kcal
味噌汁（豆腐・長葱）
白身魚フライ
七色サラダ
がんもどきの含め煮

食塩相当量 2.2 ｇ
コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal
ジュリアンヌスープ
パンプキンオムレツ
れんこんサラダ
ジャーマンポテト

食塩相当量 2.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 458 kcal
わかめスープ
白身魚のチーズ焼き
イタリアンサラダ
さつまいもの甘煮

食塩相当量 1.7 ｇ
ジャムサンド ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
コーンポタージュ
鶏肉の唐揚げ
スパゲティサラダ
フライドポテト

食塩相当量 2.1 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 408 kcal
味噌汁（豆腐・白菜）
鶏肉の照焼き
コーンサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal
味噌汁(キャベツ・人参)
鶏肉の照焼き
いかサラダ
青のりポテト

食塩相当量 2.4 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
野菜スープ
白菜とハムのサラダ
華風きゅうり

食塩相当量 2.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 380 kcal
すまし汁(青菜･花麩･椎茸
鮭の西京焼き
きゅりのしらすあえ
かぼちゃの含煮

食塩相当量 2.2 ｇ

31
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／黒ごま
(いり）

牛乳１L／鰹節（花か
つお）／しろさけ／し
らす干し(半乾燥品)

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

麦茶
◆ごまおにぎり たんぱく質 18.3 ｇ

／ 果物（いよかん）

脂　質 6.2 ｇ
水 牛乳

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

牛乳900ml／豚小間／
ウィンナー／ロースハ
ム／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

牛乳
◆ホットケーキ たんぱく質 15.0 ｇ

／ 果物(りんご)

脂　質 17.3 ｇ
火 牛乳

29
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サフラワー油／
ごま油／じゃがいも／
サラダ油

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／いかくん
製／あおのり／焼きの
り／たまご

キャベツ／にんじん／
きゅうり／セロリー／
温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆のりたまおにぎり たんぱく質 18.5 ｇ

／ 果物（みかん）

脂　質 15.1 ｇ
月 牛乳

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

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／かたくちいわし／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)

はくさい／キャベツ／
きゅうり／清見オレン
ジ

牛乳
◆シュガートースト たんぱく質 15.0 ｇ

／ 果物（清見オレンジ）

脂　質 16.6 ｇ
土 牛乳

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900ml／牛乳１L／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／ロースハム

きゅうり／いちご 麦茶
◆おかかおにぎり たんぱく質 15.7 ｇ

／ 果物（いちご）

脂　質 22.3 ｇ
金 牛乳

25
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖／サ
フラワー油／さつまい
も／上白糖

牛乳900ml／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／鶏若鶏肉ひき
肉

ねぎ／グリンピース
(冷凍)／えのきたけ／
ほんしめじ／きゅうり
／にんじん／玉葱

麦茶
◆チキンライスのおにぎり たんぱく質 18.4 ｇ

／ 果物(りんご)

脂　質 15.1 ｇ
木 牛乳

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)

牛乳１L／ベーコン／
豚ひき肉／たまご／
ロースハム／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

牛乳
◆わかめおにぎり たんぱく質 19.2 ｇ

／ 果物（いよかん）

脂　質 20.2 ｇ
水 牛乳

23
水稲穀粒(精白米)／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

牛乳１L／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

麦茶
豆腐ドーナツ たんぱく質 22.7 ｇ

／ 果物
（清見オレンジ) 脂　質 19.9 ｇ

火 牛乳

22
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ABCマカロニ／
じゃがいも／ノンエッ
グマヨネーズ

牛乳900ml／豚ひき肉
／ロースハム／かつお
加工品(かつお節)

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／きゅう
り／はくさい／バナナ

牛乳
◆塩にぎり たんぱく質 14.8 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 11.4 ｇ
月 牛乳

19.5 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 16.4 ｇ
金 牛乳

牛乳

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）／
水稲穀粒(精白米)

牛乳１L／豚小間／し
ろさけ／わかめご飯の
素

玉葱／にんじん／パセ
リ／きゅうり／いちご

麦茶
◆わかめおにぎり 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

18
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／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

牛乳900ml／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／バナナ

麦茶
◆ぼたもち たんぱく質 18.6 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 17.5 ｇ
木


