
令和4年　　3月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第一保育園

午 後

午 前
わかめ御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 474 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
鮭の西京焼き
ひじき豆
スパゲティサラダ

食塩相当量 1.5 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
わかめスープ
ウインナーソテー
コーンサラダ

食塩相当量 2.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 475 kcal
すまし汁(はんぺん・菜花)
鶏肉の唐揚げ
厚揚げの煮物
マカロニサラダ

食塩相当量 1.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal
野菜味噌汁
鰆の照り焼き
鶏肉と里芋の煮付け
わかめときゅうりの酢の物

食塩相当量 1.3 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcal
野菜スープ
鶏肉のﾖｰｸﾞﾙﾄ味噌焼き
大根のおかかサラダ

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 534 kcal
味噌汁（麩・わかめ）
鶏肉の味噌漬け焼き
八宝菜
パンプキンサラダ

食塩相当量 1.9 ｇ
白パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
コーンポタージュ
白身魚フライ
ポークビーンズ
ボイルサラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal
野菜カレースープ
ひじき団子の甘酢あんかけ
じゃが芋の土佐煮
五色サラダ

食塩相当量 1.3 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal
チキンクリーム煮
卵スープ
さつまいものバター煮
きゅうりとしらすのサラダ

食塩相当量 1.4 ｇ
チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
キャベツベーコンスープ
白身魚ソテー
ポテトサラダ
ゆでブロッコリー

食塩相当量 1.5 ｇ
ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 474 kcal
ポテトスープ
鮭のムニエル
キャベツのおかかあえ

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 529 kcal
すまし汁（豆腐・ねぎ）
鰤の照り焼き
きんぴらごぼう
のらぼうのごまマヨネーズ

食塩相当量 1.3 ｇ
わかめ御飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 474 kcal
味噌汁（なめこ・豆腐）
鮭の西京焼き
ひじき豆
スパゲティサラダ

食塩相当量 1.5 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
わかめスープ
ウインナーソテー
コーンサラダ

食塩相当量 2.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 479 kcal
すまし汁(はんぺん・麩）
鶏肉の唐揚げ
厚揚げの煮物
マカロニサラダ

食塩相当量 2.0 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 497 kcal タンパク質 19.3 g

17.7 g 食塩相当量 1.7 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 19.2 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 17.7 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／ノンエッグマ
ヨネーズ／プレミック
ス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)

牛乳900ml／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

にんじん／きゅうり／
いちご

麦茶
◆ホットケーキ

牛乳

たんぱく質 14.0 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 21.3 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）

牛乳１L／豚小間／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／ウィンナー／し
らす干し(微乾燥品)

にんじん／玉葱／ねぎ
／キャベツ／きゅうり
／りんご

麦茶
◆しらすトースト

牛乳

たんぱく質 20.1 ｇ
／ 果物（苺）

脂　質 7.8 ｇ
火

15
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／マカロニ･スパ
ゲッティ／ノンエッグ
マヨネーズ

牛乳900ml／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

なめこ／にんじん／
きゅうり／／いちご

牛乳
◆ふりかけおにぎり

牛乳

たんぱく質 22.1 ｇ
／ 果物（清見オレンジ）

脂　質 18.3 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

牛乳１L／絹ごし豆腐
／鰹節（花かつお）／
ぶり

ねぎ／しょうが／ごぼ
う／にんじん／のらぼ
う菜／清見オレンジ

牛乳
バンズパン

牛乳

たんぱく質 20.6 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 15.0 ｇ
土

12
ロールパン／じゃがい
も／薄力粉／有塩バ
ター／水稲穀粒(精白
米)

牛乳１L／ベーコン／
しろさけ／かつお加工
品(かつお節)／牛乳／
わかめご飯の素

玉葱／パセリ／キャベ
ツ／バナナ

牛乳
◆わかめおにぎり

牛乳

たんぱく質 18.5 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 13.8 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
／ノンエッグマヨネー
ズ

牛乳１L／鶏若鶏肉ひ
き肉／ベーコン／むき
がれい／たまご／ロー
スハム

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

牛乳
◆塩にぎり

牛乳

たんぱく質 15.5 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 21.0 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

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／たまご／
しらす干し(半乾燥品)

玉葱／きゅうり／りん
ご

牛乳
◆麩のラスク風

牛乳

たんぱく質 18.4 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 16.4 ｇ
水

9
水稲穀粒(精白米)／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

牛乳１L／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／あさ
つき／バナナ

麦茶
◆炒飯

牛乳

たんぱく質 20.3 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 19.5 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900ml／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

麦茶
◆きなこぼたもち

牛乳

たんぱく質 20.7 ｇ
／ 果物（清見オレンジ）

脂　質 21.3 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／ノンエッグ
マヨネーズ／ランチパ
ン

牛乳900ml／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

麦茶
◆ホットドッグ

牛乳

たんぱく質 19.7 ｇ
／ 果物（バナナ）

脂　質 19.1 ｇ
土

5
牛乳パン／三温糖／サ
フラワー油／ごま油／
水稲穀粒(精白米)

牛乳900ml／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

牛乳
◆茶飯おにぎり

牛乳

たんぱく質 24.2 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 19.3 ｇ
金

4
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／さと
いも／食パン(市販
品）

牛乳１L／豚小間／さ
わら／鶏小間／わかめ
／かに風味かまぼこ

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
しょうが／きゅうり／
いちご

牛乳
◆マヨトースト

牛乳

たんぱく質 19.1 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 17.7 ｇ
木

3
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サフラワー
油／三温糖／マカロニ
／ノンエッグマヨネー
ズ／プレミックス粉
(ﾎｯﾄｹｰｷ用)

牛乳900ml／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

ほうれんそう／きゅう
り／いちご

麦茶
◆ホットケーキ

牛乳

たんぱく質 14.0 ｇ
／ 果物(りんご)

脂　質 21.3 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）

牛乳１L／豚小間／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／ウィンナー／し
らす干し(微乾燥品)

にんじん／玉葱／ねぎ
／キャベツ／きゅうり
／りんご

麦茶
◆しらすトースト

牛乳

たんぱく質 20.1 ｇ
／ 果物（いちご）

脂　質 7.8 ｇ
火

1
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／マカロニ･スパ
ゲッティ／ノンエッグ
マヨネーズ

牛乳900ml／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

なめこ／にんじん／
きゅうり／いちご

ぎゅうにゅう
◆ふりかけおにぎり

牛乳
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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
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal
野菜味噌汁
鰆の照り焼き
鶏肉と里芋の煮付け
わかめときゅうりの酢の物

食塩相当量 1.3 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 485 kcal
野菜スープ
鶏肉のﾖｰｸﾞﾙﾄ味噌焼き
大根のおかかサラダ

食塩相当量 1.7 ｇ
白パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal
コーンポタージュ
白身魚フライ
ポークビーンズ
ボイルサラダ

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal
野菜カレースープ
ひじき団子の甘酢あんかけ
じゃが芋の土佐煮
五色サラダ

食塩相当量 1.3 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal
チキンクリーム煮
卵スープ
さつまいものバター煮
きゅうりとしらすのサラダ

食塩相当量 1.4 ｇ
チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
キャベツベーコンスープ
白身魚ソテー
ポテトサラダ
ゆでブロッコリー

食塩相当量 1.5 ｇ
ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 474 kcal
ポテトスープ
鮭のムニエル
キャベツのおかかあえ

食塩相当量 1.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 529 kcal
すまし汁（豆腐・ねぎ）
鰤の照り焼き
きんぴらごぼう
のらぼうのごまマヨネーズ

食塩相当量 1.3 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 534 kcal
味噌汁（麩・わかめ）
鶏肉の味噌漬け焼き
八宝菜
パンプキンサラダ

食塩相当量 1.9 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
わかめスープ
ウインナーソテー
コーンサラダ

食塩相当量 2.7 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal
すまし汁(はんぺん・麩）
鶏肉の唐揚げ
厚揚げの煮物
マカロニサラダ

食塩相当量 2.0 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

18
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／さと
いも／食パン(市販
品）

牛乳１L／豚小間／さ
わら／鶏小間／わかめ
／かに風味かまぼこ

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
しょうが／きゅうり／
いちご

牛乳
◆マヨトースト たんぱく質 24.2 ｇ

／ 果物（いちご）

脂　質 19.3 ｇ
金 牛乳

19
牛乳パン／三温糖／サ
フラワー油／ごま油／
水稲穀粒(精白米)

牛乳900ml／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

牛乳
◆茶飯おにぎり たんぱく質 19.9 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 18.9 ｇ
土 牛乳

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900ml／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

麦茶
◆きなこぼたもち たんぱく質 20.9 ｇ

／ 果物（いちご）

脂　質 20.3 ｇ
火 牛乳

23
水稲穀粒(精白米)／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

牛乳１L／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／あさ
つき／バナナ

麦茶
◆炒飯 たんぱく質 18.4 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 16.4 ｇ
水 牛乳

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

牛乳１L／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／たまご／
しらす干し(半乾燥品)

玉葱／きゅうり／りん
ご

牛乳
◆麩のラスク風 たんぱく質 15.5 ｇ

／ 果物(りんご)

脂　質 21.0 ｇ
木 牛乳

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
／ノンエッグマヨネー
ズ

牛乳１L／鶏若鶏肉ひ
き肉／ベーコン／むき
がれい／たまご／ロー
スハム

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

牛乳
◆塩にぎり たんぱく質 18.5 ｇ

／ 果物（いちご）

脂　質 13.8 ｇ
金 牛乳

26
ロールパン／じゃがい
も／薄力粉／有塩バ
ター／水稲穀粒(精白
米)

牛乳１L／ベーコン／
しろさけ／かつお加工
品(かつお節)／牛乳／
わかめご飯の素

玉葱／パセリ／キャベ
ツ／バナナ

牛乳
◆わかめおにぎり たんぱく質 20.6 ｇ

／ 果物（バナナ）

脂　質 15.0 ｇ
土 牛乳

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

牛乳１L／絹ごし豆腐
／鰹節（花かつお）／
ぶり

ねぎ／しょうが／ごぼ
う／にんじん／のらぼ
う菜／清見オレンジ

牛乳
バンズパン たんぱく質 22.1 ｇ

／ 果物（清見オレンジ）

脂　質 18.3 ｇ
月 牛乳

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／ノンエッグ
マヨネーズ／ランチパ
ン

牛乳900ml／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

麦茶
◆ホットドッグ たんぱく質 20.7 ｇ

／ 果物（清見オレンジ）

脂　質 21.3 ｇ
火 牛乳

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）

牛乳１L／豚小間／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／ウィンナー／し
らす干し(微乾燥品)

にんじん／玉葱／ねぎ
／キャベツ／きゅうり
／りんご

麦茶
◆しらすトースト たんぱく質 14.0 ｇ

／ 果物(りんご)

脂　質 21.3 ｇ
水 牛乳

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／ノンエッグマ
ヨネーズ／プレミック
ス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／メー
プルシロップ

牛乳900ml／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

にんじん／きゅうり／
いちご

麦茶
◆ホットケーキ たんぱく質 20.0 ｇ

／ 果物（いちご）

脂　質 18.2 ｇ
木 牛乳


