
令和4年　　1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 472 kcal
味噌汁（玉葱・ほうれん草
鰆の西京焼き
豚肉とじゃが芋の炒め煮

食塩相当量 1.6 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal
春雨スープ
キャベツかにかまサラダ
ゆでブロッコリー

食塩相当量 2.0 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 483 kcal
味噌汁（豆腐・わかめ）
焼鮭
きりざい
紅白なます

食塩相当量 1.3 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal
野菜のあんかけスープ
豆腐入り松風焼き
里芋と人参の含め煮
マカロニサラダ

食塩相当量 1.3 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
卵スープ
チキンパン粉焼き
さつまいもサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
バンズパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 474 kcal
豆乳シチュー
鶏肉の照焼き
ボイルサラダ
チーズ

食塩相当量 1.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal
野菜カレースープ
鯵フライ
筑前煮
大根のおかかサラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
わかめと卵のスープ
チキンチャップ
スパゲティーコーンソテー
カリフラワーサラダ

食塩相当量 2.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
すまし汁（わかめ・麩）
ぶり大根
ウインナーポテト炒め
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの塩昆布和え

食塩相当量 1.3 ｇ
クロワッサン ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal
キャベツベーコンスープ
鶏肉のはちみつレモン焼き
イタリアンサラダ

食塩相当量 2.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 456 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
鶏肉の卵とじ
かぼちゃの含煮
ほうれん草と人参ごま和え

食塩相当量 2.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal
味噌汁（玉葱・ほうれん草
鰆の西京焼き
豚肉とじゃが芋の炒め煮
中華風れんこんサラダ

食塩相当量 1.7 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal
春雨スープ
キャベツかにかまサラダ
ゆでブロッコリー

食塩相当量 2.0 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 483 kcal
味噌汁（豆腐・わかめ）
焼鮭
きりざい
紅白なます

食塩相当量 1.3 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal
野菜のあんかけスープ
豆腐入り松風焼き
里芋と人参の含め煮
マカロニサラダ

食塩相当量 1.3 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 491 kcal タンパク質 19.0 g

16.3 g 食塩相当量 1.8 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 21.0 ｇ
／ ヨーグルト

脂　質 14.2 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

牛乳１L／かたくちい
わし(煮干し)／さわら
／豚小間

ほうれんそう／玉葱 牛乳
◆黒豆蒸しパン

牛乳

たんぱく質 15.9 ｇ
／ ヨーグルト

脂　質 13.9 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）／ノンエッグマヨ
ネーズ

牛乳900ml／豚小間／
ベーコン／かに風味か
まぼこ／わかめご飯の
素／ヨーグルト

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

牛乳
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 21.0 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 13.3 ｇ
木

6
水稲穀粒(精白米)／三
温糖

牛乳１L／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

こまつな／にんじん／
だいこん／りんご

牛乳
◆塩にぎり

牛乳

たんぱく質 17.3 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 16.6 ｇ
金

7
水稲穀粒(精白米)／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／ノン
エッグマヨネーズ

牛乳900ml／なると／
豚小間／鶏若鶏肉ひき
肉／木綿豆腐／ロース
ハム／たまご

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／
かぶ／バナナ

牛乳
◆卵雑炊

牛乳

たんぱく質 19.8 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 20.2 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)

牛乳１L／たまご／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
パルメザンチーズ／塩
ざけ

きゅうり／にんじん／
バナナ

牛乳
◆鮭にぎり

牛乳

たんぱく質 17.7 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 15.2 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／水稲
穀粒(精白米)

牛乳１L／豚小間／豆
乳／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／サラダチーズ

玉葱／にんじん／パセ
リ／キャベツ／温州蜜
柑(普通､生)

麦茶
◆塩にぎり

牛乳

たんぱく質 20.3 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 15.9 ｇ
水

12
水稲穀粒(精白米)／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／
いちごジャム(低糖度)

牛乳１L／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)

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

麦茶
◆苺ジャムサンド

牛乳

たんぱく質 19.0 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 17.2 ｇ
木

13
コッペパン／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）／ノ
ンエッグマヨネーズ／
じゃがいも／有塩バ
ター

牛乳１L／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／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)
／にんじん／玉葱／ほ
うれんそう／バナナ

麦茶
◆栄養すいとん

牛乳

たんぱく質 17.8 ｇ
／ 果物（みかん）

脂　質 17.2 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

牛乳900ml／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

だいこん／玉葱／ブ
ロッコリー／にんじん
／温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆もちもちドーナツ

牛乳

たんぱく質 17.0 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 24.8 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)

牛乳１L／ベーコン／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／ロースハム／サラダ
チーズ／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

牛乳
◆おかかおにぎり

牛乳

たんぱく質 20.3 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 14.4 ｇ
月

17
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま(すり）
／サンドイッチ食パン

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／かたくちいわし
(煮干し)／鶏小間／た
まご／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

牛乳
◆チーズトースト

牛乳

たんぱく質 21.5 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 15.0 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

牛乳１L／かたくちい
わし(煮干し)／さわら
／豚小間／刻みのり

ほうれんそう／玉葱／
れんこん／きゅうり／
にんじん／りんご

牛乳
◆黒豆蒸しパン

牛乳

たんぱく質 15.9 ｇ
／ ヨーグルト

脂　質 13.9 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）／ノンエッグマヨ
ネーズ

牛乳900ml／豚小間／
ベーコン／かに風味か
まぼこ／わかめご飯の
素／ヨーグルト

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

牛乳
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 21.0 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 13.3 ｇ
木

20
水稲穀粒(精白米)／三
温糖

牛乳１L／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

こまつな／にんじん／
だいこん／りんご

牛乳
◆塩おにぎり

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 17.8 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 16.5 ｇ
金

21
水稲穀粒(精白米)／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／ノン
エッグマヨネーズ

牛乳900ml／なると／
豚小間／鶏若鶏肉ひき
肉／木綿豆腐／ロース
ハム／たまご

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

牛乳
◆卵雑炊

牛乳



午 後

午 前
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
卵スープ
チキンパン粉焼き
さつまいもサラダ

食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal
呉汁
鮭の味噌バター照り焼き
切干大根の煮物
海藻サラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
バンズパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 474 kcal
豆乳シチュー
鶏肉の照焼き
ボイルサラダ
チーズ

食塩相当量 1.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal
野菜カレースープ
鯵フライ
筑前煮
大根のおかかサラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
わかめと卵のスープ
チキンチャップ
スパゲティーコーンソテー
カリフラワーサラダ

食塩相当量 2.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
すまし汁（わかめ・麩）
ぶり大根
ウインナーポテト炒め
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの塩昆布和え

食塩相当量 1.3 ｇ
クロワッサン ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal
キャベツベーコンスープ
鶏肉のはちみつレモン焼き
イタリアンサラダ

食塩相当量 2.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 456 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
鶏肉の卵とじ
かぼちゃの含煮
ほうれん草と人参ごま和え

食塩相当量 2.2 ｇ

31
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま(すり）
／サンドイッチ食パン

牛乳900ml／絹ごし豆
腐／かたくちいわし
(煮干し)／鶏小間／た
まご／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

牛乳
◆チーズトースト たんぱく質 20.3 ｇ

／ 果物（いちご）

脂　質 14.4 ｇ
月 牛乳

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)

牛乳１L／ベーコン／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／ロースハム／サラダ
チーズ／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

牛乳
◆おかかおにぎり たんぱく質 17.0 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 24.8 ｇ
土 牛乳

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

牛乳900ml／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

だいこん／玉葱／ブ
ロッコリー／にんじん
／温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆もちもちドーナツ たんぱく質 17.8 ｇ

／ 果物（みかん）

脂　質 17.2 ｇ
金 牛乳

27
コッペパン／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）／ノ
ンエッグマヨネーズ／
じゃがいも／有塩バ
ター

牛乳１L／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／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)
／にんじん／玉葱／ほ
うれんそう／バナナ

麦茶
◆栄養すいとん たんぱく質 19.0 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 17.2 ｇ
木 牛乳

26
水稲穀粒(精白米)／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／
いちごジャム(低糖度)

牛乳１L／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)

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

麦茶
◆苺ジャムサンド たんぱく質 20.3 ｇ

／ 果物(りんご)

脂　質 15.9 ｇ
水 牛乳

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／水稲
穀粒(精白米)

牛乳１L／豚小間／豆
乳／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／サラダチーズ

玉葱／にんじん／パセ
リ／キャベツ／温州蜜
柑(普通､生)

麦茶
◆塩おにぎり たんぱく質 17.7 ｇ

／ 果物（みかん）

脂　質 15.2 ｇ
火 牛乳

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

牛乳900ml／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

にんじん／だいこん／
ねぎ／切干しだいこん
／きゅうり／いちご

のむヨーグルト
◆塩おにぎり たんぱく質 22.1 ｇ

／ 果物（いちご）

脂　質 7.9 ｇ
月 牛乳

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)

牛乳１L／たまご／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
パルメザンチーズ／塩
ざけ

きゅうり／にんじん／
バナナ

牛乳
◆鮭おにぎり たんぱく質 19.8 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 20.2 ｇ
土 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


