
令和4年　　3月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
★わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
★みそしる（なめこ・とうふ
★さけのさいきょうやき
ひじきまめ
★すぱげてぃさらだ
★いちご 食塩相当量 2.1 ｇ
★かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
わかめすーぷ
ういんなーそてー
★こーんさらだ
★りんご

食塩相当量 3.3 ｇ
ちらしずし ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal
すましじる
★とりにくのからあげ
あつあげのにもの
★まかろにさらだ
いよかん 食塩相当量 2.2 ｇ
★みそらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 552 kcal
さわらのてりやき
てばさきとさといもに
わかめときゅうりすのもの
★いちご

食塩相当量 2.3 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal
やさいすーぷ
とりのよーぐるとみそやき
だいこんのおかかさらだ
★ばなな

食塩相当量 1.9 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal
みそしる
とりにくのみそづけやき
はっぽうさい
ぱんぷきんさらだ
きよみおれんじ 食塩相当量 2.4 ｇ
しろぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 579 kcal
★こーんぽたーじゅ
★しろみざかなふらい
ぽーくびーんず
ぼいるさらだ
★いちご 食塩相当量 2.0 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 542 kcal
ひじきだんごあまずあん
じゃがいものとさに
ごしきさらだ
★ばなな

食塩相当量 2.3 ｇ
どりあ ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal
たまごすーぷ
さつまいものばたーに
きゅうりとしらすのさらだ
★りんご

食塩相当量 1.8 ｇ
ちきんらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 552 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
えびふらい
ぽてとさらだ
ゆでぶろっこりー
★いちご 食塩相当量 1.9 ｇ
ろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcal
ぽてとすーぷ
さけのむにえる
きゃべつのおかかあえ
★ばなな

食塩相当量 2.0 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 621 kcal
すましじる
ぶりのてりやき
きんぴらごぼう
のらぼうごままよねーず
きよみおれんじ 食塩相当量 1.6 ｇ
★わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
★みそしる
★さけのさいきょうやき
ひじきまめ
★すぱげてぃさらだ
★いちご 食塩相当量 2.1 ｇ
★かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
わかめすーぷ
ういんなーそてー
★こーんさらだ
★りんご

食塩相当量 3.3 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal
すましじる
★とりにくのからあげ
あつあげのにもの
★まかろにさらだ
★いちご 食塩相当量 2.3 ｇ

564 kcal タンパク質 21.1 g
20.6 g 食塩相当量 2.2 g
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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 22.9 ｇ
／

脂　質 16.7 ｇ
火

1
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／マカロニ･スパ
ゲッティ／ハードビス
ケット／上白糖

わかめご飯の素／絹ご
し豆腐／かたくちいわ
し(煮干し)／しろさけ
／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／焼き竹輪／大豆
(国産､ゆで）／ロース
ハム／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植物

なめこ／にんじん／
きゅうり／いちご／あ
んぱんまんスイートり
ん

りんごじゅーす
◆くっきーけーき

たんぱく質 13.5 ｇ
／

脂　質 22.4 ｇ
水

2
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／食パン(市販
品）

豚小間／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／ウィン
ナー／ちりめんじゃこ

にんじん／玉葱／ねぎ
／キャベツ／きゅうり
／りんご

むぎちゃ
◆じゃことーすと

たんぱく質 23.1 ｇ
／

脂　質 17.9 ｇ
木

3
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／サ
フラワー油／マカロニ
／薄力粉／白玉粉

油揚げ／焼き竹輪／た
ら(でんぶ)／たまご／
はんぺん／鰹節（花か
つお）／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／生揚げ／
ロースハム／あずき
(乾）

にんじん／ごぼう／れ
んこん／スナップえん
どう／和種なばな／
きゅうり／いよかん／
いちご

むぎちゃ
◆さくらもち

たんぱく質 30.1 ｇ
／

脂　質 20.5 ｇ
金

4
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／サラダ油／さ
といも／ピザクラスト

豚小間／さわら／鶏若
鶏肉手羽(皮付)／わか
め／かに風味かまぼこ
／牛乳１L／たらこ／
ピザ用チーズ／刻みの
り

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
ら／しょうが／きゅう
り／いちご／ほんしめ
じ

ぎゅうにゅう
★◆たらこときのこのぴざ

たんぱく質 19.8 ｇ
／

脂　質 28.2 ｇ
土

5
牛乳パン／三温糖／サ
フラワー油／ごま油／
ソフトビスケット

ウィンナー／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／明治ブ
ルガリアヨーグルト／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／かつお加工品(か
つお節)／牛乳

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／にんにく(りん
茎)／しょうが／だい
こん／バナナ

ぎゅうにゅう
びすけっと

たんぱく質 22.7 ｇ
／

脂　質 22.3 ｇ
月

7
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／白ごま
(いり）／ごま油／か
たくり粉／ランチパン

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／豚小間／むき
海老／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／ウィン
ナー

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／生し
いたけ(菌床栽培、生)
／西洋かぼちゃ／きゅ
うり／清見オレンジ

むぎちゃ
◆ほっとどっぐ

たんぱく質 22.7 ｇ
／

脂　質 21.0 ｇ
火

8
白パン／とうもろこし
缶詰(ｸﾘｰﾑ)／薄力粉／
パン粉(乾燥)／サラダ
油／三温糖／もち米／
水稲穀粒(精白米)

牛乳１L／めかじき／
大豆(国産､ゆで）／豚
ひき肉／きな粉(大
豆）

玉葱／トマト缶詰
(ホール）／キャベツ
／にんじん／いちご

むぎちゃ
◆きなこぼたもち

たんぱく質 19.7 ｇ
／

脂　質 17.8 ｇ
水

9
うどん(ゆで)／かたく
り粉／三温糖／じゃが
いも／普通はるさめ
(乾)／サフラワー油／
ごま油／水稲穀粒(精
白米)

豚小間／豚ひき肉／干
ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)
／かつお加工品(かつ
お節)／ロースハム／
たまご／なると

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／ねぎ／しょ
うが／きゅうり／バナ
ナ／あさつき

むぎちゃ
◆ちゃーはん

たんぱく質 15.5 ｇ
／

脂　質 21.8 ｇ
木

10
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし(ｶｰﾈﾙ冷
凍）／有塩バター／薄
力粉／かたくり粉／さ
つまいも／三温糖／ご
ま油／小町麩／上白糖
／粉糖

鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／牛乳１L／たまご／
しらす干し(半乾燥品)

玉葱／きゅうり／りん
ご

ぎゅうにゅう
◆やきしょこらふ

たんぱく質 21.0 ｇ
／

脂　質 18.4 ｇ
金

11
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／パン粉(乾燥)／
サラダ油／じゃがいも
／ロールケーキ／カ
バーリングチョコレー
ト

鶏若鶏肉ひき肉／ベー
コン／ブラックタイ
ガー(養殖)／たまご／
ロースハム／牛乳

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／キャ
ベツ／きゅうり／ブ
ロッコリー／いちご

ぎゅうにゅう
ろーるけーき

たんぱく質 20.2 ｇ
／

脂　質 17.0 ｇ
土

12
ぎゅうにゅう
◆わかめおにぎり

ロールパン／じゃがい
も／薄力粉／有塩バ

ター

ベーコン／しろさけ／
かつお加工品(かつお

節)／牛乳

玉葱／パセリ／キャベ
ツ／バナナ

卒園式　ぞう組さんには赤飯・りんごジュース・果物を配ります

たんぱく質 26.7 ｇ
／

脂　質 21.2 ｇ
月

14
水稲穀粒(精白米)／サ
フラワー油／ごま油／
白ごま(いり）／バン
ズパン／パン粉(乾燥)

絹ごし豆腐／鰹節（花
かつお）／ぶり／牛乳
１L／豚ひき肉／たま
ご

ねぎ／しょうが／ごぼ
う／にんじん／のらぼ
う菜／清見オレンジ／
玉葱

ぎゅうにゅう
◆はんばーがー

たんぱく質 22.9 ｇ
／

脂　質 16.7 ｇ
火

15
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／マカロニ･スパ
ゲッティ／ハードビス
ケット／上白糖

わかめご飯の素／絹ご
し豆腐／かたくちいわ
し(煮干し)／しろさけ
／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／焼き竹輪／大豆
(国産､ゆで）／ロース
ハム／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植物

なめこ／にんじん／
きゅうり／いちご／あ
んぱんまんスイートり
ん

りんごじゅーす
◆くっきーけーき

たんぱく質 13.5 ｇ
／

脂　質 22.4 ｇ
水

16
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／食パン(市販
品）

豚小間／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／ウィン
ナー／ちりめんじゃこ

にんじん／玉葱／ねぎ
／キャベツ／きゅうり
／りんご

むぎちゃ
◆じゃことーすと

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 21.6 ｇ
／

脂　質 22.2 ｇ
木

17
水稲穀粒(精白米)／花
麩／かたくり粉／サフ
ラワー油／三温糖／マ
カロニ／ショートケー
キ

はんぺん／鰹節（花か
つお）／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／生揚げ／
ロースハム

きゅうり／いちご/に
んじん

むぎちゃ
★けーき



令和4年　　3月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
★みそらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 552 kcal
さわらのてりやき
てばさきとさといもに
わかめときゅうりのすのも
★いちご

食塩相当量 2.3 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal
やさいすーぷ
とりのよーぐるとみそやき
だいこんのおかかさらだ
★ばなな

食塩相当量 1.9 ｇ
しろぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 554 kcal
★こーんぽたーじゅ
★しろみざかなふらい
ぽーくびーんず
ぼいるさらだ
★いちご 食塩相当量 2.0 ｇ
★かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 542 kcal
ひじきだんごあまずあんか
じゃがいものとさに
ごしきさらだ
★ばなな

食塩相当量 2.3 ｇ
どりあ ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal
たまごすーぷ
さつまいものばたーに
きゅうりとしらすのさらだ
★りんご

食塩相当量 1.8 ｇ
ちきんらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 552 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
えびふらい
★ぽてとさらだ
ゆでぶろっこりー
★いちご 食塩相当量 1.9 ｇ
ろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcal
ぽてとすーぷ
さけのむにえる
きゃべつのおかかあえ
★ばなな

食塩相当量 2.0 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 621 kcal
すましじる
ぶりのてりやき
きんぴらごぼう
のらぼうごままよねーず
きよみおれんじ 食塩相当量 1.6 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal
★みそしる（わかめ・はなふ）
とりにくのみそづけやき
はっぽうさい
ぱんぷきんさらだ
きよみおれんじ 食塩相当量 2.4 ｇ
★かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
わかめすーぷ
ういんなーそてー
★こーんさらだ
★りんご

食塩相当量 3.3 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 563 kcal
すましじる
★とりにくのからあげ
あつあげのにもの
★まかろにさらだ
★いちご 食塩相当量 2.5 ｇ

31
水稲穀粒(精白米)／花
麩／かたくり粉／サフ
ラワー油／三温糖／マ
カロニ／プレミックス
粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／メープ
ルシロップ

はんぺん／鰹節（花か
つお）／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／生揚げ／
ロースハム／たまご

きゅうり／いちご/に
んじん

むぎちゃ
◆ほっとけーき たんぱく質 22.0 ｇ

／
脂　質 18.7 ｇ

木

30
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／食パン(市販
品）

豚小間／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／ウィン
ナー／ちりめんじゃこ

にんじん／玉葱／ねぎ
／キャベツ／きゅうり
／りんご

むぎちゃ
◆じゃことーすと たんぱく質 13.5 ｇ

／
脂　質 22.4 ｇ

水

29
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／白ごま
(いり）／ごま油／か
たくり粉／ランチパン

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／豚小間／むき
海老／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／ウィン
ナー

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／生し
いたけ(菌床栽培、生)
／西洋かぼちゃ／きゅ
うり／清見オレンジ

むぎちゃ
◆ほっとどっぐ たんぱく質 22.7 ｇ

／
脂　質 22.3 ｇ

火

28
水稲穀粒(精白米)／サ
フラワー油／ごま油／
白ごま(いり）／バン
ズパン／パン粉(乾燥)

絹ごし豆腐／鰹節（花
かつお）／ぶり／牛乳
１L／豚ひき肉／たま
ご

ねぎ／しょうが／ごぼ
う／にんじん／のらぼ
う菜／清見オレンジ／
玉葱

ぎゅうにゅう
◆はんばーがー たんぱく質 26.7 ｇ

／
脂　質 21.2 ｇ

月

26
ロールパン／じゃがい
も／薄力粉／有塩バ
ター／ソフトビスケッ
ト

ベーコン／しろさけ／
かつお加工品(かつお
節)／牛乳

玉葱／パセリ／キャベ
ツ／バナナ

ぎゅうにゅう
◆わかめおにぎり たんぱく質 20.2 ｇ

／
脂　質 17.0 ｇ

土

25
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／パン粉(乾燥)／
サラダ油／じゃがいも
／ロールケーキ／カ
バーリングチョコレー
ト

鶏若鶏肉ひき肉／ベー
コン／ブラックタイ
ガー(養殖)／たまご／
ロースハム／牛乳

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／キャ
ベツ／きゅうり／ブ
ロッコリー／いちご

ぎゅうにゅう
★いちごろーるけーき たんぱく質 21.0 ｇ

／
脂　質 18.4 ｇ

金

24
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし(ｶｰﾈﾙ冷
凍）／有塩バター／薄
力粉／かたくり粉／さ
つまいも／三温糖／ご
ま油／小町麩／上白糖
／粉糖

鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／牛乳１L／たまご／
しらす干し(半乾燥品)

玉葱／きゅうり／りん
ご

ぎゅうにゅう
◆やきしょこらふ たんぱく質 15.5 ｇ

／
脂　質 21.8 ｇ

木

23
うどん(ゆで)／かたく
り粉／三温糖／じゃが
いも／普通はるさめ
(乾)／サフラワー油／
ごま油／水稲穀粒(精
白米)

豚小間／豚ひき肉／干
ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)
／かつお加工品(かつ
お節)／ロースハム／
たまご／なると

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／ねぎ／しょ
うが／きゅうり／バナ
ナ／あさつき

むぎちゃ
◆ちゃーはん たんぱく質 19.7 ｇ

／
脂　質 17.8 ｇ

水

22
白パン／とうもろこし
缶詰(ｸﾘｰﾑ)／薄力粉／
パン粉(乾燥)／サラダ
油／三温糖／もち米／
水稲穀粒(精白米)

牛乳１L／めかじき／
大豆(国産､ゆで）／豚
ひき肉

玉葱／トマト缶詰
(ホール）／キャベツ
／にんじん／いちご

むぎちゃ
◆ぼたもち たんぱく質 21.1 ｇ

／
脂　質 20.4 ｇ

火

19
牛乳パン／三温糖／サ
フラワー油／ごま油／
ソフトビスケット

ウィンナー／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／明治ブ
ルガリアヨーグルト／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／かつお加工品(か
つお節)／牛乳

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／にんにく(りん
茎)／しょうが／だい
こん／バナナ

ぎゅうにゅう
◆茶飯おにぎり たんぱく質 19.8 ｇ

／
脂　質 28.2 ｇ

土

18
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／サラダ油／さ
といも／ピザクラスト

豚小間／さわら／鶏若
鶏肉手羽(皮付)／わか
め／かに風味かまぼこ
／牛乳１L／たらこ／
ピザ用チーズ／刻みの
り

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
ら／しょうが／きゅう
り／いちご／ほんしめ
じ

ぎゅうにゅう
★◆たらこときのこのぴざ たんぱく質 30.1 ｇ

／
脂　質 20.5 ｇ

金

2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

★印は、ぞう組さんリクエストメニューです。


