
令和4年　　1月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal
みそしる
さわらのさいきょうやき
ぶたにくじゃがいもいため
よーぐると

食塩相当量 1.7 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal
はるさめすーぷ
きゃべつかにかまさらだ
ゆでぶろっこりー
よーぐると

食塩相当量 2.3 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 552 kcal
みそしる
やきさけ
きりざい
こうはくなます
りんご 食塩相当量 1.7 ｇ
あんかけうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal
とうふいりまつかぜやき
さといもとにんじんにもの
まかろにさらだ
ばなな

食塩相当量 1.8 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal
たまごすーぷ
ちきんぱんこやき
さつまいもさらだ
ばなな

食塩相当量 2.3 ｇ
ばんずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal
とうにゅうしちゅー
とりにくのてりやき
ぼいるさらだ
ちーず
みかん 食塩相当量 2.4 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
あじふらい
ちくぜんに
だいこんのおかかさらだ
りんご

食塩相当量 2.4 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal
わかめとたまごのすーぷ
ちきんちゃっぷ
すぱげてぃーこーんそてー
かりふらわーさらだ
ばなな 食塩相当量 2.7 ｇ
あずきごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 555 kcal
すましじる
ぶりだいこん
ういんなーぽてといため
ぶろっこりーしおこんぶあ
みかん 食塩相当量 1.5 ｇ
くろわっさん ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
とりにくのはちみつやき
いたりあんさらだ
ばなな

食塩相当量 2.7 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 537 kcal
みそしる
とりにくのたまごとじ
かぼちゃのふくめに
ほうれんそのごまあえ
いちご 食塩相当量 3.0 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 558 kcal
みそしる
さわらのさいきょうやき
ぶたにくじゃがいもいため
ちゅうかふうれんこんさら
りんご 食塩相当量 1.8 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal
はるさめすーぷ
きゃべつかにかまさらだ
ゆでぶろっこりー
よーぐると

食塩相当量 2.3 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 552 kcal
みそしる
やきさけ
きりざい
こうはくなます
りんご 食塩相当量 1.7 ｇ
あんかけうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
とうふいりまつかぜやき
さといもとにんじんにもの
まかろにさらだ
ばなな

食塩相当量 1.9 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 554 kcal タンパク質 21.3 g

17.9 g 食塩相当量 2.2 g

1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

たんぱく質 22.6 ｇ
／

脂　質 12.8 ｇ
火

4
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／じゃがいも／ご
ま油／蒸しパン粉

かたくちいわし(煮干
し)／さわら／豚小間
／牛乳１L

ほうれんそう／玉葱 ぎゅうにゅう
◆くろまめむしぱん

たんぱく質 16.3 ｇ
／

脂　質 12.8 ｇ
水

5
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／普通はる
さめ(乾)／白ごま(す
り）

豚小間／ベーコン／か
に風味かまぼこ／ヨー
グルト／牛乳900ml／
わかめご飯の素

にんじん／玉葱／干し
椎茸／チンゲンツァイ
／キャベツ／きゅうり
／ブロッコリー

ぎゅうにゅう
◆わかめおにぎり

たんぱく質 24.8 ｇ
／

脂　質 18.1 ｇ
木

6
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／薄力粉／強力粉
(１等)／無塩バター／
グラニュー糖／チョコ
チップ

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／糸引納豆／
牛乳１L／たまご

こまつな／にんじん／
だいこん／りんご

ぎゅうにゅう
◆ちょこびすこってぃ

たんぱく質 20.9 ｇ
／ ◆たづくり

脂　質 16.3 ｇ
金

7
うどん(ゆで)／ごま油
／かたくり粉／パン粉
(乾燥)／三温糖／白ご
ま(いり）／さといも
／マカロニ／水稲穀粒
(精白米)／はちみつ

なると／豚小間／鶏若
鶏肉ひき肉／木綿豆腐
／ロースハム／牛乳
900ml／かたくちいわ
し(田作り)

キャベツ／にんじん／
玉葱／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／ねぎ／きゅうり／
バナナ／せり／かぶ／
きょうな／だいこん／
ほうれんそう／根みつ
ば

ぎゅうにゅう
◆ななくさがゆ

たんぱく質 21.7 ｇ
／

脂　質 21.6 ｇ
土

8
牛乳パン／かたくり粉
／パン粉(半生)／さつ
まいも／水稲穀粒(精
白米)

たまご／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／パルメザン
チーズ／牛乳１L／塩
ざけ

きゅうり／にんじん／
バナナ

ぎゅうにゅう
◆さけおにぎり

たんぱく質 22.9 ｇ
／

脂　質 16.8 ｇ
火

11
バンズパン／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／トッ
ク

豚小間／豆乳／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／サラ
ダチーズ／あずき
(乾）

玉葱／にんじん／パセ
リ／キャベツ／温州蜜
柑(普通､生)

むぎちゃ
◆おしるこ

たんぱく質 22.8 ｇ
／

脂　質 21.1 ｇ
水

12
うどん(ゆで)／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サフ
ラワー油／さといも／
三温糖／ごま油／サン
ドイッチ食パン／上白
糖

豚小間／まあじ／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／かつお加工品(か
つお節)／ｸﾘ-ﾑ(植物性
脂肪)

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／ごぼう／れ
んこん／だいこん／り
んご／温州蜜柑缶詰
(果肉)／いちご

むぎちゃ
◆ふるーつさんど

たんぱく質 20.4 ｇ
／

脂　質 18.9 ｇ
木

13
コッペパン／メープル
シロップ／有塩バター
／かたくり粉／薄力粉
／はちみつ／スパゲッ
ティ／とうもろこし
(冷凍）／じゃがいも

たまご／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／魚肉
ソ－セ－ジ／牛乳１L
／豚小間

にんにく(りん茎)／カ
リフラワー／西洋かぼ
ちゃ／えだまめ(冷凍)
／バナナ／にんじん／
玉葱／ほうれんそう

むぎちゃ
◆えいようすいとん

たんぱく質 19.6 ｇ
／

脂　質 18.3 ｇ
金

14
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／じゃがい
も／ごま油／プレミッ
クス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／白
玉粉／グラニュー糖／
サフラワー油

あずき(乾）／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
かつお加工品(かつお
節)／ぶり／ウィン
ナー／塩昆布／牛乳
900ml

だいこん／玉葱／ブ
ロッコリー／にんじん
／温州蜜柑(普通､生)

ぎゅうにゅう
◆もちもちどーなつ

たんぱく質 19.2 ｇ
／

脂　質 27.3 ｇ
土

15
クロワッサン／はちみ
つ／三温糖／サフラ
ワー油／水稲穀粒(精
白米)

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／ロースハ
ム／サラダチーズ／牛
乳１L／かつお加工品
(かつお節)

キャベツ／玉葱／レモ
ン(果汁､生)／きゅう
り／バナナ

ぎゅうにゅう
◆おかかおにぎり

たんぱく質 20.9 ｇ
／

脂　質 11.2 ｇ
月

17
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま(すり）
／ピザクラスト

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／鶏小
間／たまご／ロースハ
ム／ピザ用チーズ

なめこ／玉葱／グリン
ピース(冷凍)／日本か
ぼちゃ／にんじん／ほ
うれんそう／いちご／
あんぱんまんスイート
りん

りんごじゅーす
◆ぴざ

たんぱく質 23.2 ｇ
／

脂　質 14.3 ｇ
火

18
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／じゃがいも／ご
ま油／白ごま(すり）
／サラダ油／蒸しパン
粉

かたくちいわし(煮干
し)／さわら／豚小間
／刻みのり／牛乳１L

ほうれんそう／玉葱／
れんこん／きゅうり／
にんじん／りんご

ぎゅうにゅう
◆くろまめむしぱん

たんぱく質 16.3 ｇ
／

脂　質 12.8 ｇ
水

19
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／普通はる
さめ(乾)／白ごま(す
り）

豚小間／ベーコン／か
に風味かまぼこ／ヨー
グルト／牛乳900ml／
わかめご飯の素

にんじん／玉葱／干し
椎茸／チンゲンツァイ
／キャベツ／きゅうり
／ブロッコリー

ぎゅうにゅう
◆わかめおにぎり

たんぱく質 24.8 ｇ
／

脂　質 18.1 ｇ
木

20
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／薄力粉／強力粉
(１等)／無塩バター／
グラニュー糖／チョコ
チップ

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／糸引納豆／
牛乳１L／たまご

こまつな／にんじん／
だいこん／りんご

ぎゅうにゅう
◆ちょこびすこってぃ

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 21.9 ｇ
／ ◆たづくり

脂　質 16.9 ｇ
金

21
うどん(ゆで)／ごま油
／かたくり粉／パン粉
(乾燥)／三温糖／白ご
ま(いり）／さといも
／マカロニ／水稲穀粒
(精白米)／はちみつ

なると／豚小間／鶏若
鶏肉ひき肉／木綿豆腐
／ロースハム／牛乳
900ml／たまご／かた
くちいわし(田作り)

キャベツ／にんじん／
玉葱／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／ねぎ／きゅうり／
バナナ

ぎゅうにゅう
◆ななくさがゆ



午 後

午 前
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal
たまごすーぷ
ちきんぱんこやき
さつまいもさらだ
ばなな

食塩相当量 2.3 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 651 kcal
ごじる
さけのみそばたーてりやき
きりぼしだいこんのにもの
かいそうさらだ
いちご 食塩相当量 2.1 ｇ
ばんずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal
とうにゅうしちゅー
とりにくのてりやき
ぼいるさらだ
ちーず
みかん 食塩相当量 2.4 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
あじふらい
ちくぜんに
だいこんのおかかさらだ
りんご

食塩相当量 2.4 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal
わかめとたまごのすーぷ
ちきんちゃっぷ
すぱげてぃーこーんそてー
かりふらわーさらだ
ばなな 食塩相当量 2.7 ｇ
あずきごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 555 kcal
すましじる
ぶりだいこん
ういんなーぽてといため
ぶろっこりーしおこんぶあえ
みかん 食塩相当量 1.5 ｇ
くろわっさん ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
とりにくのはちみつやき
いたりあんさらだ
ばなな

食塩相当量 2.7 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 537 kcal
みそしる
とりにくのたまごとじ
かぼちゃのふくめに
ほうれんそのごまあえ
いちご 食塩相当量 3.0 ｇ

31
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま(すり）
／ピザクラスト

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／鶏小
間／たまご／ロースハ
ム／ピザ用チーズ

なめこ／玉葱／グリン
ピース(冷凍)／日本か
ぼちゃ／にんじん／ほ
うれんそう／いちご／
あんぱんまんスイート
りん

りんごじゅーす
◆ぴざ たんぱく質 20.9 ｇ

／
脂　質 11.2 ｇ

月

29
クロワッサン／はちみ
つ／三温糖／サフラ
ワー油／水稲穀粒(精
白米)

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／ロースハ
ム／サラダチーズ／牛
乳１L／かつお加工品
(かつお節)

キャベツ／玉葱／レモ
ン(果汁､生)／きゅう
り／バナナ

ぎゅうにゅう
◆おかかおにぎり たんぱく質 19.2 ｇ

／
脂　質 27.3 ｇ

土

28
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／じゃがい
も／ごま油／プレミッ
クス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／白
玉粉／グラニュー糖／
サフラワー油

あずき(乾）／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
かつお加工品(かつお
節)／ぶり／ウィン
ナー／塩昆布／牛乳
900ml

だいこん／玉葱／ブ
ロッコリー／にんじん
／温州蜜柑(普通､生)

ぎゅうにゅう
◆もちもちどーなつ たんぱく質 19.6 ｇ

／
脂　質 18.3 ｇ

金

27
コッペパン／メープル
シロップ／有塩バター
／かたくり粉／薄力粉
／はちみつ／スパゲッ
ティ／とうもろこし
(冷凍）／じゃがいも

たまご／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／魚肉
ソ－セ－ジ／牛乳１L
／豚小間

にんにく(りん茎)／カ
リフラワー／西洋かぼ
ちゃ／えだまめ(冷凍)
／バナナ／にんじん／
玉葱／ほうれんそう

むぎちゃ
◆えいようすいとん たんぱく質 20.4 ｇ

／
脂　質 18.9 ｇ

木

26
うどん(ゆで)／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サフ
ラワー油／さといも／
三温糖／ごま油／サン
ドイッチ食パン／上白
糖

豚小間／まあじ／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／かつお加工品(か
つお節)／ｸﾘ-ﾑ(植物性
脂肪)

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／ごぼう／れ
んこん／だいこん／り
んご／温州蜜柑缶詰
(果肉)／いちご

むぎちゃ
◆ふるーつさんど たんぱく質 22.8 ｇ

／
脂　質 21.1 ｇ

水

25
バンズパン／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／トッ
ク

豚小間／豆乳／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／サラ
ダチーズ／あずき
(乾）

玉葱／にんじん／パセ
リ／キャベツ／温州蜜
柑(普通､生)

むぎちゃ
◆おしるこ たんぱく質 22.9 ｇ

／
脂　質 16.8 ｇ

火

24
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／薄力粉／
有塩バター／三温糖／
ごま油／上白糖／粉糖

油揚げ／大豆(国産､ゆ
で）／かたくちいわし
(煮干し)／しろさけ／
凍り豆腐／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かに
風味かまぼこ／のむ
ヨーグルト

にんじん／だいこん／
ねぎ／切干しだいこん
／きゅうり／いちご

のむよーぐると
◆すのーぼーる たんぱく質 24.3 ｇ

／
脂　質 18.8 ｇ

月

22
牛乳パン／かたくり粉
／パン粉(半生)／さつ
まいも／水稲穀粒(精
白米)

たまご／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／パルメザン
チーズ／牛乳１L／塩
ざけ

きゅうり／にんじん／
バナナ

ぎゅうにゅう
◆さけおにぎり たんぱく質 21.7 ｇ

／
脂　質 21.6 ｇ

土

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


