
令和4年　　2月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
こーんしちゅー
さけのむにえる
きゃべつかにかまさらだ
ぶろっこりー
いちご 食塩相当量 2.5 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 596 kcal
とりにくのあまからあえ
いたりあんさらだ
さつまいものばたーに
ばなな

食塩相当量 2.5 ｇ
いわしのかばやきどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal
みそしる
ごもくまめ
ぽてとさらだ
いちご

食塩相当量 2.7 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal
みそしる
ぶりのてりやき
れんこんのきんぴら
ほうれんそうとあぶらあげ
でこぽん 食塩相当量 2.4 ｇ
ぶりおっしゅ ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal
やさいすーぷ
とりにくのおれんじやき
ぱんぷきんさらだ
みかん

食塩相当量 2.3 ｇ
ぱんぷきかれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal
ちゅうかふうこーんすーぷ
なないろさらだ
にたまご
いちご

食塩相当量 3.9 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
おことじる
やきさけ
きりぼしだいこんのにつけ
きゅうりののりしょうゆあ
ばなな 食塩相当量 2.1 ｇ
たんめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal
とりのよーぐるとみそやき
ごしきさらだ
ごぼうすてぃっくに
でこぽん

食塩相当量 1.4 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal
はくさいとりだんごすーぷ
ちきんかれーふらい
れんこんさらだ
ほうれんそうこーんそてー
いちご 食塩相当量 2.3 ｇ
ちーずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 535 kcal
じゅりあんぬすーぷ
たんどりーちきん
さつまいもさらだ
みかん

食塩相当量 2.6 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal
みそしる
まーぼーどうふ
ごぼうさらだ
ふろふきだいこん
はるみおれんじ 食塩相当量 2.7 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
こーんしちゅー
さけのむにえる
きゃべつかにかまさらだ
ぶろっこりー
いちご 食塩相当量 2.5 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 596 kcal
とりにくのあまからあえ
いたりあんさらだ
さつまいものばたーに
ばなな

食塩相当量 2.5 ｇ
いわしのかばやきどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal
みそしる
ごもくまめ
ぽてとさらだ
いちご

食塩相当量 2.7 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal
みそしる
ぶりのてりやき
れんこんのきんぴら
ほうれんそうとあぶらあげ
でこぽん 食塩相当量 2.4 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 572 kcal タンパク質 20.9 g

22.9 g 食塩相当量 2.5 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 23.2 ｇ
／

脂　質 16.2 ｇ
金

18
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／三温糖
／ごま油／ごま(い
り）／ランチパン／蒸
し中華めん

絹ごし豆腐／かたくち
いわし／ぶり／油揚げ
／牛乳900ml／あおの
り

はくさい／しょうが／
れんこん／ほうれんそ
う／にんじん／キャベ
ツ

ぎゅうにゅう
◆やきそばぱん

たんぱく質 24.0 ｇ
／

脂　質 20.1 ｇ
木

17
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／三温糖／じゃが
いも／サンドイッチ食
パン／上白糖

まいわし／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)／大豆
(国産､ゆで）／りしり
こんぶ(素干し)／焼き
竹輪／ロースハム／牛

ごぼう／にんじん／
きゅうり／いちご／バ
ナナ

ぎゅうにゅう
◆ロールサンド

たんぱく質 16.6 ｇ
／

脂　質 27.1 ｇ
水

16
うどん(ゆで)／かたく
り粉／サラダ油／はち
みつ／白ごま(いり）
／三温糖／サフラワー
油／さつまいも／上白
糖／有塩バター／薄力
粉／無塩バター／グラ

豚小間／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／ロースハム
／サラダチーズ／牛乳
１L

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／きゅうり／
ブロッコリー／バナナ

むぎちゃ
◆すこーん

たんぱく質 22.6 ｇ
／

脂　質 21.0 ｇ
火

15
コッペパン／有塩バ
ター／じゃがいも／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／薄力粉／白ごま(す
り）／白玉粉／サフラ
ワー油

豚小間／牛乳１L／し
ろさけ／かに風味かま
ぼこ／パルメザンチー
ズ

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／きゅうり／ブ
ロッコリー／いちご

むぎちゃ
◆もちもちちーずぱん

たんぱく質 19.0 ｇ
／ うさぎぐみ

◆ぷれーんけーき 脂　質 24.4 ｇ
月

14
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／かたく
り粉／白ごま(いり）
／無塩バター／薄力粉
／グラニュー糖／チョ
コチップ／粉糖

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／木綿豆腐
／豚ひき肉／ツナチャ
ンク／牛乳１L／たま
ご

玉葱／ねぎ／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／ご
ぼう／きゅうり／だい
こん／はるみオレンジ

ぎゅうにゅう
◆ちょこけーき

たんぱく質 19.4 ｇ
／

脂　質 24.7 ｇ
土

12
コッペパン／さつまい
も／とうもろこし(冷
凍）／ソフトビスケッ
ト

プロセスチーズ／ベー
コン／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／明治ブルガ
リアヨーグルト／牛乳

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／にんにく(りん
茎)／きゅうり／温州
蜜柑(普通､生)

ぎゅうにゅう
びすけっと

たんぱく質 23.0 ｇ
／

脂　質 27.3 ｇ
木

10
牛乳パン／かたくり粉
／ごま油／パン粉(乾
燥)／サフラワー油／
三温糖／白ごま(す
り）／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／有塩バター
／水稲穀粒(精白米)

鶏若鶏肉ひき肉／たま
ご／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／ロースハム／
油揚げ

あさつき／しょうが／
はくさい／れんこん／
きゅうり／にんじん／
ほうれんそう／いちご

むぎちゃ
◆いなりずし

たんぱく質 21.5 ｇ
／

脂　質 21.5 ｇ
水

9
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／普通はるさめ
(乾)／サフラワー油／
ごま油／白ごま(す
り）／有塩バター／グ
ラニュー糖／薄力粉

豚小間／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／明治ブルガ
リアヨーグルト／ロー
スハム／たまご／牛乳
１L

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
ら／きくらげ(乾)／に
んにく(りん茎)／しょ
うが／きゅうり／ごぼ
う

ぎゅうにゅう
◆くっきー

たんぱく質 22.6 ｇ
／

脂　質 17.3 ｇ
火

8
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／糸こんにゃく
／三温糖／ごま油／無
塩バター／薄力粉／グ
ラニュー糖

焼き豆腐／さつま揚げ
／あずき(乾）／かた
くちいわし(煮干し)／
甘塩鮭／鶏若鶏肉ひき
肉／たまご

にんじん／ごぼう／だ
いこん／切干しだいこ
ん／きゅうり／バナナ
／あんぱんまんスイー
トりん／ほうれんそう

りんごじゅーす
◆ほうれんそうのけーき

たんぱく質 20.8 ｇ
／

脂　質 21.0 ｇ
月

7
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／かたくり粉／三温糖
／サラダ油／ごま油／
黒ごま食パン

豚小間／たまご／鶏若
鶏肉ひき肉／鶏若鶏肉
ささ身／干ひじき(ｽﾃﾝ
ﾚｽ釜、乾)／サラダ
チーズ／しらす干し
(半乾燥品)／さくらえ
び(素干し)／あおのり

西洋かぼちゃ／にんじ
ん／玉葱／ねぎ／だい
こん／きゅうり／レッ
ドキャベツ／いちご

むぎちゃ
◆かるしうむとーすと

たんぱく質 17.5 ｇ
／

脂　質 31.9 ｇ
土

5
ブリオッシュ／マーマ
レード(高糖度)／ソフ
トビスケット

ウィンナー／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
牛乳

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／にんにく(りん
茎)／しょうが／西洋
かぼちゃ／きゅうり／
温州蜜柑(普通､生)

ぎゅうにゅう
びすけっと

たんぱく質 23.2 ｇ
／

脂　質 16.2 ｇ
金

4
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／三温糖
／ごま油／ごま(い
り）／ランチパン／蒸
し中華めん

絹ごし豆腐／かたくち
いわし／ぶり／油揚げ
／牛乳900ml／あおの
り

はくさい／しょうが／
れんこん／ほうれんそ
う／にんじん／キャベ
ツ

ぎゅうにゅう
◆やきそばぱん

たんぱく質 23.9 ｇ
／

脂　質 19.6 ｇ
木

3
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／三温糖／じゃが
いも／サンドイッチ食
パン

まいわし／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)／大豆
(国産､ゆで）／りしり
こんぶ(素干し)／焼き
竹輪／ロースハム／牛

ごぼう／にんじん／
きゅうり／いちご／バ
ナナ

ぎゅうにゅう
◆えほうろーる

たんぱく質 16.6 ｇ
／

脂　質 27.1 ｇ
水

2
うどん(ゆで)／かたく
り粉／サラダ油／はち
みつ／白ごま(いり）
／三温糖／サフラワー
油／さつまいも／上白
糖／有塩バター／薄力
粉／無塩バター／グラ

豚小間／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／ロースハム
／サラダチーズ／牛乳
１L

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／きゅうり／
ブロッコリー／バナナ

むぎちゃ
◆すこーん

たんぱく質 22.6 ｇ
／

脂　質 21.0 ｇ
火

1
コッペパン／有塩バ
ター／じゃがいも／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／薄力粉／白ごま(す
り）／白玉粉／サフラ
ワー油

豚小間／牛乳１L／し
ろさけ／かに風味かま
ぼこ／パルメザンチー
ズ

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／きゅうり／ブ
ロッコリー／いちご

むぎちゃ
◆もちもちちーずぱん

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
ぶりおっしゅ ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal
やさいすーぷ
とりにくのおれんじやき
ぱんぷきんさらだ
みかん

食塩相当量 2.3 ｇ
ぱんぷきかれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal
ちゅうかふうこーんすーぷ
なないろさらだ
にたまご
いちご

食塩相当量 3.9 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
おことじる
やきさけ
きりぼしだいこんのにつけ
きゅうりののりしょうゆあ
ばなな 食塩相当量 2.1 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal
はくさいとりだんごすーぷ
ちきんかれーふらい
れんこんさらだ
ほうれんそうこーんそてー
いちご 食塩相当量 2.3 ｇ
たんめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal
とりのよーぐるとみそやき
ごしきさらだ
ごぼうすてぃっくに
でこぽん

食塩相当量 1.4 ｇ
ちーずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 535 kcal
じゅりあんぬすーぷ
たんどりーちきん
さつまいもさらだ
みかん

食塩相当量 2.6 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal
みそしる
まーぼーどうふ
ごぼうさらだ
ふろふきだいこん
はるみおれんじ 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

19
ブリオッシュ／マーマ
レード(高糖度)／ソフ
トビスケット

ウィンナー／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
牛乳

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／にんにく(りん
茎)／しょうが／西洋
かぼちゃ／きゅうり／
温州蜜柑(普通､生)

ぎゅうにゅう
びすけっと たんぱく質 17.5 ｇ

／
脂　質 31.9 ｇ

土

21
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／かたくり粉／三温糖
／サラダ油／ごま油／
黒ごま食パン

豚小間／たまご／鶏若
鶏肉ひき肉／鶏若鶏肉
ささ身／干ひじき(ｽﾃﾝ
ﾚｽ釜、乾)／サラダ
チーズ／しらす干し
(半乾燥品)／さくらえ
び(素干し)／あおのり

西洋かぼちゃ／にんじ
ん／玉葱／ねぎ／だい
こん／きゅうり／レッ
ドキャベツ／いちご

むぎちゃ
◆かるしうむとーすと たんぱく質 20.8 ｇ

／
脂　質 21.0 ｇ

月

22
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／糸こんにゃく
／三温糖／ごま油／無
塩バター／薄力粉／グ
ラニュー糖

焼き豆腐／さつま揚げ
／あずき(乾）／かた
くちいわし(煮干し)／
甘塩鮭／鶏若鶏肉ひき
肉／たまご

にんじん／ごぼう／だ
いこん／切干しだいこ
ん／きゅうり／バナナ
／あんぱんまんスイー
トりん／ほうれんそう

りんごじゅーす
◆ほうれんそうのけーき たんぱく質 22.6 ｇ

／
脂　質 17.3 ｇ

火

24
牛乳パン／かたくり粉
／ごま油／パン粉(乾
燥)／サフラワー油／
三温糖／白ごま(す
り）／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／有塩バター
／水稲穀粒(精白米)

鶏若鶏肉ひき肉／たま
ご／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／ロースハム／
油揚げ

あさつき／しょうが／
はくさい／れんこん／
きゅうり／にんじん／
ほうれんそう／いちご

むぎちゃ
◆いなりずし たんぱく質 23.0 ｇ

／
脂　質 27.3 ｇ

木

25
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／普通はるさめ
(乾)／サフラワー油／
ごま油／白ごま(す
り）／有塩バター／グ
ラニュー糖／薄力粉

豚小間／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／明治ブルガ
リアヨーグルト／ロー
スハム／たまご／牛乳
１L

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
ら／きくらげ(乾)／に
んにく(りん茎)／しょ
うが／きゅうり／ごぼ
う

ぎゅうにゅう
◆くっきー たんぱく質 21.5 ｇ

／
脂　質 21.5 ｇ

金

26
コッペパン／さつまい
も／とうもろこし(冷
凍）／ソフトビスケッ
ト

プロセスチーズ／ベー
コン／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／明治ブルガ
リアヨーグルト／牛乳

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／にんにく(りん
茎)／きゅうり／温州
蜜柑(普通､生)

ぎゅうにゅう
びすけっと たんぱく質 19.4 ｇ

／
脂　質 24.7 ｇ

土

28
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／かたく
り粉／白ごま(いり）
／無塩バター／薄力粉
／グラニュー糖／チョ
コチップ／粉糖

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／木綿豆腐
／豚ひき肉／ツナチャ
ンク／牛乳１L／たま
ご

玉葱／ねぎ／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／ご
ぼう／きゅうり／だい
こん／はるみオレンジ

ぎゅうにゅう
◆ちょこけーき たんぱく質 19.0 ｇ

／ うさぎぐみ
◆ぷれーんけーき 脂　質 24.4 ｇ

月

お知らせ

うさぎ組の保護者の皆様

日頃、給食へのご理解、感謝申し上げます。

うさぎ組さんは進級に向け、今月から３歳以上児向けの献立とさせていただきます。

午前の牛乳がなくなりますので、ご承知おきください。

ひらがなで読みづらい点もあるかと思いますが、よろしくお願いします。


