
令和3年　　4月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
赤飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal
味噌汁（麩・わかめ）
真鯛の塩焼き
筑前煮
ミモザサラダ

食塩相当量 1.1 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
鶏肉の唐揚げ
きんぴらごぼう
ほうれん草と人参ごま和え

食塩相当量 2.1 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 465 kcal
野菜のカレー煮
卵スープ
海藻サラダ

食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcal
味噌汁（玉葱・わかめ）
ハンバーグ
切干し大根の煮付け
ゆでブロッコリー

食塩相当量 1.5 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcal
コーンシチュー
鮭の味噌バター照り焼き
ジャーマンポテト
キャベツのおかかあえ

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
根菜汁
鶏肉の照焼き
じゃが芋の土佐煮
ほうれん草のナムル

食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal
かき玉汁
鰆の味噌だれ
かぼちゃの含煮
のらぼうのごまマヨネーズ

食塩相当量 1.4 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 464 kcal
若竹汁
キャベツメンチカツ
豆腐の煮付け
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま味噌和え

食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
中華風コーンスープ
麻婆豆腐
華風きゅうり

食塩相当量 2.0 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
味噌汁（豆腐・わかめ）
焼鮭
ひじき豆
マカロニサラダ

食塩相当量 2.3 ｇ
白パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal
春キャベツスープ
タンドリーチキン
ポークビーンズ
マッシュポテト

食塩相当量 1.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal
味噌汁(じゃが芋･玉葱)
鰆の西京焼き
さつまいもの甘煮
わかめときゅうりの酢の物

食塩相当量 2.4 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal
わかめの和風スープ
ミートボール
大根とツナの煮付け
ポテトサラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
鶏肉の唐揚げ
きんぴらごぼう
ほうれん草と人参ごま和え

食塩相当量 2.1 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 465 kcal
野菜のカレー煮
卵スープ
海藻サラダ

食塩相当量 1.5 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 491 kcal タンパク質 19.6 g

15.6 g 食塩相当量 1.7 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 19.1 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 11.8 ｇ
木

1
もち米／水稲穀粒(精
白米)／黒ごま(いり）
／花麩／さといも／三
温糖／じゃがいも／ノ
ンエッグマヨネーズ

牛乳１L／ささげ(乾）
／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かたくちい
わし／まだい(天然)／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／たまご／わかめご飯
の素

にんじん／ごぼう／れ
んこん／きゅうり／い
ちご

牛乳
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 19.5 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 17.4 ｇ
金

2
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サフラワー
油／ごま油／白ごま
(いり）／三温糖／豆
乳ロール／ノンエッグ
マヨネーズ

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／かたくちいわし
(煮干し)／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／たまご

なめこ／ごぼう／にん
じん／ほうれんそう／
いちご

牛乳
豆乳ロール

牛乳

たんぱく質 16.0 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 14.2 ｇ
土

3
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
サラダ油／ごま油／バ
ターロールパン／いち
ごジャム(低糖度)

牛乳１L／豚小間／た
まご／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／かに風味
かまぼこ／牛乳

にんじん／玉葱／きゅ
うり／バナナ

牛乳
バターロールパン

牛乳

たんぱく質 21.3 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 15.0 ｇ
月

5
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／
蒸しパン粉

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
豚ひき肉／たまご／鶏
若鶏肉ひき肉／きな粉
(大豆）

玉葱／にんじん／切干
しだいこん／ブロッコ
リー／いちご

牛乳
◆蒸しパン

牛乳

たんぱく質 21.5 ｇ
／ 果物（清見オレンジ）

脂　質 16.1 ｇ
火

6
牛乳パン／とうもろこ
し缶詰(ｸﾘｰﾑ)／薄力粉
／有塩バター／三温糖
／じゃがいも／水稲穀
粒(精白米)／白ごま
(いり）

牛乳１L／豚小間／し
ろさけ／ベーコン／か
つお加工品(かつお節)
／焼きのり

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／清見オレンジ

麦茶
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 18.3 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 13.3 ｇ
水

7
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／じゃがいも／ご
ま油／白ごま(いり）

牛乳１L／豚小間／か
たくちいわし(煮干し)
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／かつお加工品(か
つお節)／焼きのり／
塩昆布/わかめ

玉葱／にんじん／だい
こん／ねぎ／ほうれん
そう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／バナナ

牛乳
◆しおおにぎり

牛乳

たんぱく質 22.6 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 16.0 ｇ
木

8
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖／白
ごま(いり）

牛乳900ml／たまご／
鰹節（花かつお）／さ
わら／豚ひき肉

日本かぼちゃ／のらぼ
う菜／にんじん／玉葱
／いちご

牛乳
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 18.6 ｇ
／ 果物（清見オレンジ）

脂　質 16.6 ｇ
金

9
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／薄力粉／
サラダ油／三温糖／白
ごま(いり）／ミルク
ロール

牛乳900ml／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／鰹
節（花かつお）／豚ひ
き肉／牛乳１L／たま
ご／木綿豆腐／クリー
ムチーズ

たけのこ(ゆで)／玉葱
／キャベツ／にんじん
／ブロッコリー／清見
オレンジ

麦茶
ミルクロール

牛乳

たんぱく質 18.9 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 18.2 ｇ
土

10
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／かたくり粉／ごま油
／三温糖／コッペパン
／有塩バター

牛乳１L／たまご／木
綿豆腐／豚ひき肉／牛
乳／きな粉(大豆）

玉葱／ねぎ／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／
きゅうり／バナナ

牛乳
コッペパン

牛乳

たんぱく質 20.7 ｇ
／ 果物（清見オレンジ）

脂　質 18.5 ｇ
月

12
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／マカロニ／ノン
エッグマヨネーズ／無
塩バター／薄力粉／グ
ラニュー糖

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かたくちい
わし(煮干し)／甘塩鮭
／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／焼き竹輪／大豆
(国産､ゆで）／ロース

にんじん／きゅうり／
バナナ／清見オレンジ

牛乳
◆バナナケーキ

牛乳

たんぱく質 19.6 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 19.7 ｇ
火

13
白パン／ノンエッグマ
ヨネーズ／サフラワー
油／じゃがいも／有塩
バター／水稲穀粒(精
白米)

牛乳900ml／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／大豆
(国産､ゆで）／豚ひき
肉／かつお加工品(か
つお節)

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／トマト缶詰
(ホール）／いちご

牛乳
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 18.5 ｇ
／ 果物（清見オレンジ）

脂　質 8.9 ｇ
水

14
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
さつまいも／上白糖／
牛乳パン／有塩バター

かたくちいわし(煮干
し)／さわら／わかめ
／かに風味かまぼこ／
たまご／牛乳１L

玉葱／きゅうり／清見
オレンジ

麦茶
牛乳パン

牛乳パン

たんぱく質 20.1 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 15.7 ｇ
木

15
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／パン粉(乾燥)／
じゃがいも／ノンエッ
グマヨネーズ

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／豚小
間／かたくちいわし
(煮干し)／豚ひき肉／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／ロースハム／油
揚げ

にんじん／玉葱／ねぎ
／だいこん／きゅうり
／バナナ

牛乳
◆塩おにぎり

牛乳

たんぱく質 19.5 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 17.4 ｇ
金

16
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サフラワー
油／ごま油／白ごま
(いり）／三温糖／豆
乳ロール／ノンエッグ
マヨネーズ

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／かたくちいわし
(煮干し)／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／たまご

なめこ／ごぼう／にん
じん／ほうれんそう／
いちご

牛乳
豆乳ロール

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 16.0 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 14.2 ｇ
土

17
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
サラダ油／ごま油／バ
ターロールパン／いち
ごジャム(低糖度)

牛乳１L／豚小間／た
まご／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／かに風味
かまぼこ／牛乳

にんじん／玉葱／きゅ
うり／バナナ

牛乳
バターロールパン

牛乳



午 後

午 前
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcal
味噌汁（玉葱・わかめ）
ハンバーグ
切干し大根の煮付け
ゆでブロッコリー

食塩相当量 1.5 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcal
コーンシチュー
鮭の味噌バター照り焼き
ジャーマンポテト
キャベツのおかかあえ

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
根菜汁
鶏肉の照焼き
じゃが芋の土佐煮
ほうれん草のナムル

食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal
かき玉汁
鰆の味噌だれ
かぼちゃの含煮
のらぼうのごまマヨネーズ

食塩相当量 1.4 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 464 kcal
若竹汁
キャベツメンチカツ
豆腐の煮付け
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま味噌和え

食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
中華風コーンスープ
麻婆豆腐
華風きゅうり

食塩相当量 2.0 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
味噌汁（豆腐・わかめ）
焼鮭
ひじき豆
マカロニサラダ

食塩相当量 2.3 ｇ
白パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal
春キャベツスープ
タンドリーチキン
ポークビーンズ
マッシュポテト

食塩相当量 1.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal
味噌汁(じゃが芋･玉葱)
鰆の西京焼き
さつまいもの甘煮
わかめときゅうりの酢の物

食塩相当量 2.4 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal
わかめの和風スープ
ミートボール
大根とツナの煮付け
ポテトサラダ

食塩相当量 1.6 ｇ

30
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／パン粉(乾燥)／
じゃがいも／ノンエッ
グマヨネーズ

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／豚小
間／かたくちいわし
(煮干し)／豚ひき肉／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／ロースハム／油
揚げ

にんじん／玉葱／ねぎ
／だいこん／きゅうり
／バナナ

牛乳
◆塩おにぎり たんぱく質 20.1 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 15.7 ｇ
金 牛乳

28
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
さつまいも／上白糖／
牛乳パン／有塩バター

かたくちいわし(煮干
し)／さわら／わかめ
／かに風味かまぼこ／
たまご／牛乳１L

玉葱／きゅうり／清見
オレンジ

麦茶
牛乳パン たんぱく質 18.5 ｇ

／ 果物（清見オレンジ）

脂　質 8.9 ｇ
水

27
白パン／ノンエッグマ
ヨネーズ／サフラワー
油／じゃがいも／有塩
バター／水稲穀粒(精
白米)

牛乳900ml／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／大豆
(国産､ゆで）／豚ひき
肉／かつお加工品(か
つお節)/わかめ

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／トマト缶詰
(ホール）／いちご

牛乳
◆わかめおにぎり たんぱく質 19.6 ｇ

／ 果物（いちご）

脂　質 19.7 ｇ
火 牛乳

26
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／マカロニ／ノン
エッグマヨネーズ／無
塩バター／薄力粉／グ
ラニュー糖

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かたくちい
わし(煮干し)／甘塩鮭
／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／焼き竹輪／大豆
(国産､ゆで）／ロース

にんじん／きゅうり／
バナナ／清見オレンジ

牛乳
◆バナナケーキ たんぱく質 20.7 ｇ

／ 果物（清見オレンジ）

脂　質 18.5 ｇ
月 牛乳

24
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／かたくり粉／ごま油
／三温糖／コッペパン
／有塩バター

牛乳１L／たまご／木
綿豆腐／豚ひき肉／牛
乳／きな粉(大豆）

玉葱／ねぎ／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／
きゅうり／バナナ

牛乳
コッペパン たんぱく質 18.9 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 18.2 ｇ
土 牛乳

23
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／薄力粉／
サラダ油／三温糖／白
ごま(いり）

牛乳900ml／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／鰹
節（花かつお）／豚ひ
き肉／牛乳１L／たま
ご／木綿豆腐

たけのこ(ゆで)／玉葱
／キャベツ／にんじん
／ブロッコリー／清見
オレンジ

麦茶
◆パン・オレ たんぱく質 18.6 ｇ

／ 果物（清見オレンジ）

脂　質 16.6 ｇ
金 牛乳

22
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖／白
ごま(いり）

牛乳900ml／たまご／
鰹節（花かつお）／さ
わら／豚ひき肉

日本かぼちゃ／のらぼ
う菜／にんじん／玉葱
／トマト缶詰(ホー
ル）／いちご

牛乳
◆わかめおにぎり たんぱく質 22.6 ｇ

／ 果物（いちご）

脂　質 16.0 ｇ
木 牛乳

21
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／じゃがいも／ご
ま油／白ごま(いり）

牛乳１L／豚小間／か
たくちいわし(煮干し)
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／かつお加工品(か
つお節)／焼きのり／
塩昆布/わかめ

玉葱／にんじん／だい
こん／ねぎ／ほうれん
そう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／バナナ

牛乳
◆しおおにぎり たんぱく質 18.3 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 13.3 ｇ
水 牛乳

21.5 ｇ
／ 果物（清見オレンジ）

脂　質 16.1 ｇ
火 牛乳

牛乳

20
牛乳パン／とうもろこ
し缶詰(ｸﾘｰﾑ)／薄力粉
／有塩バター／三温糖
／じゃがいも／水稲穀
粒(精白米)／白ごま
(いり）

牛乳１L／豚小間／し
ろさけ／ベーコン／か
つお加工品(かつお節)
／焼きのり

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／清見オレンジ

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

19
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／
蒸しパン粉

牛乳１L／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
豚ひき肉／たまご／鶏
若鶏肉ひき肉／きな粉
(大豆）

玉葱／にんじん／切干
しだいこん／ブロッコ
リー／いちご

牛乳
◆蒸しパン たんぱく質 21.3 ｇ

／ 果物（いちご）

脂　質 15.0 ｇ
月

※◆は手づくりおやつです。

※業者の入荷状況や、行事により内容を変更することがあります。

※ハム・ベーコン・ウインナーは、無添加のものを使用しています。

※食に関して、お悩みや、ご相談がありましたら、いつでも担任や給食室まで、お声掛けください。

＜あひる組保護者の皆様＞

ご入園、ご進級おめでとうございます。

この時期のお子さんは、見慣れないもの、食べ慣れないものに不信感や不安を感じます。

また、慣れない環境では、安心して食事をすることが難しいこともあります。

安心し意欲的に食事ができ、お腹が満たされるように、お子様たちが食べ慣れている

ごはんや、パン類を主にしたものをとりいれてまいります。

よろしくお願いいたします。


