
令和4年　　10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 586 kcal
みそしる
ゆうりんちい
さつまいものあまに
だいこんのおかかさらだ
かき 食塩相当量 2.0 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 598 kcal
じゅりあんぬすーぷ
ちきんふれーくやき
ごぼうすてぃっくに
ぽてとさらだ
なし 食塩相当量 2.8 ｇ
ほうとううどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal
とうふいりまつかぜやき
だいこんとつなのにつけ
きゃべつかにかまさらだ
ぶどう

食塩相当量 2.0 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 571 kcal
すましじる
さんまのかばやき
こまつなのごまあえ
れんこんさらだ
かき 食塩相当量 2.2 ｇ
くりごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 568 kcal
きのこじる
やきさけ
かぼちゃのふくめに
そうめんさらだ
りんご 食塩相当量 3.2 ｇ
みるくろーる ｴﾈﾙｷﾞｰ 485 kcal
たまごすーぷ
さかなのみそまよねーずや
きゃべつのしおこんぶあえ
ばなな

食塩相当量 2.4 ｇ
いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
ちきんかつ
あおのりぽてと
はくさいのきざみのりさら
ぶどう

食塩相当量 3.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal
とんじる
しろみさかなのもみじやき
なまあげの煮物
ごぼうさらだ
りんご 食塩相当量 2.9 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal
みねすとろーねすーぷ
さけふらい
かふうきゅうり
ぼいるさらだ
かき 食塩相当量 3.4 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcal
ちきんすーぷ
はんばーぐ
こーんそてー
ほうれんそうのなむる
なし 食塩相当量 1.5 ｇ
とうにゅうろーる ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal
ぽとふふうすーぷ
とりにくのてりやき
だいこんとつなのさらだ
ばなな

食塩相当量 2.8 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
まかろにすーぷ
かぼちゃちっぷ
なないろさらだ
なし

食塩相当量 2.4 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 598 kcal
じゅりあんぬすーぷ
ちきんふれーくやき
ごぼうすてぃっくに
ぽてとさらだ
なし 食塩相当量 2.8 ｇ
ほうとううどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal
とうふいりまつかぜやき
だいこんとつなのにつけ
きゃべつかにかまさらだ
ぶどう

食塩相当量 2.0 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 548 kcal タンパク質 21.4 g

21.3 g 食塩相当量 2.6 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 20.5 ｇ
／

脂　質 21.7 ｇ
水

19
うどん(ゆで)／パン粉
(乾燥)／三温糖／白ご
ま(いり）／白ごま(す
り）／無塩バター／薄
力粉／グラニュー糖

豚小間／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉
ひき肉／木綿豆腐／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／かに風味かまぼこ
／牛乳900ml／たまご

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／ほうれんそ
う／ねぎ／だいこん／
キャベツ／きゅうり／
巨峰／りんご

ぎゅうにゅう
◆りんごのぱうんどけーき

たんぱく質 23.6 ｇ
／

脂　質 26.2 ｇ
火

18
牛乳パン／パン粉(半
生)／コーンフレーク
／白ごま(すり）／三
温糖／じゃがいも／白
ごま(いり）／水稲穀
粒(精白米)

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／パルメザ
ンチーズ／ロースハム
／牛乳１L／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／ごぼう／きゅう
り／日本なし

ぎゅうにゅう
◆つなとごまのおにぎり

たんぱく質 12.4 ｇ
／

脂　質 15.7 ｇ
月

17
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／ABCマカ
ロニ／三温糖／サラダ
油／ごま油／有塩バ
ター／グラニュー糖／
薄力粉

豚小間／鶏若鶏肉ささ
身／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／サラダチー
ズ／たまご

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／パセリ／西洋か
ぼちゃ／だいこん／
きゅうり／レッドキャ
ベツ／日本なし

むぎちゃ
◆みっきーくっきー

たんぱく質 23.4 ｇ
／

脂　質 24.4 ｇ
土

15
豆乳ロール／じゃがい
も／三温糖／黒ごま
(いり）／水稲穀粒(精
白米)

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１L／塩ざけ

かぶ／にんじん／キャ
ベツ／だいこん／きゅ
うり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆さけおにぎり

たんぱく質 20.5 ｇ
／

脂　質 17.3 ｇ
金

14
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／パン粉(乾
燥)／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／有塩バター
／三温糖／ごま油／白
ごま(すり）／さつま
いも

鶏小間／豚ひき肉／た
まご／焼きのり／牛乳
１L

にんじん／えのきたけ
／干し椎茸／玉葱／ほ
うれんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／日本なし

ぎゅうにゅう
◆やきいも

たんぱく質 23.5 ｇ
／

脂　質 20.2 ｇ
木

13
コッペパン／有塩バ
ター／じゃがいも／薄
力粉／パン粉(乾燥)／
サフラワー油／三温糖
／ごま油／蒸し中華め
ん／サラダ油

ベーコン／しろさけ／
豚小間

キャベツ／玉葱／にん
じん／セロリー／きゅ
うり／かき(甘がき)／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし

むぎちゃ
◆やきそば

たんぱく質 24.2 ｇ
／

脂　質 24.2 ｇ
水

12
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／糸こん
にゃく／三温糖／白ご
ま(いり）／さつまい
も

豚小間／木綿豆腐／メ
ルルーサ／生揚げ／ツ
ナチャンク／ベーコン
／パルメザンチーズ

にんじん／だいこん／
ねぎ／ごぼう／きゅう
り／りんご

むぎちゃ
◆さつまいもすてぃっく

たんぱく質 20.7 ｇ
／

脂　質 22.4 ｇ
火

11
うどん(ゆで)／三温糖
／薄力粉／パン粉(乾
燥)／サフラワー油／
じゃがいも／サラダ油
／ごま油／食パン／ク
リームコーン

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／豚小間／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／あおのり／しらす干
し(半乾燥品)／刻みの
り／牛乳900ml

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／はくさい
／巨峰

ぎゅうにゅう
◆すいーとこーんぴざ

たんぱく質 21.5 ｇ
／

脂　質 17.1 ｇ
土

8
豆乳ロール／ごま油／
水稲穀粒(精白米)

たまご／めかじき／塩
昆布／牛乳／かつお加
工品(かつお節)

キャベツ／バナナ ぎゅうにゅう
◆おかかおにぎり

たんぱく質 24.9 ｇ
／

脂　質 20.1 ｇ
^:\1

7
水稲穀粒(精白米)／日
本ぐり／黒ごま(い
り）／三温糖／そうめ
ん･ひやむぎ(乾)／ご
ま油／サフラワー油

豚小間／かたくちいわ
し／甘塩鮭／かに風味
かまぼこ／牛乳900ml
／たまご／なると／豚
ひき肉

にんじん／生しいたけ
(菌床栽培、生)／ほん
しめじ／えのきたけ／
なめこ／日本かぼちゃ
／きゅうり／りんご／
あさつき

ぎゅうにゅう
◆ちゃーはん

たんぱく質 22.6 ｇ
／

脂　質 23.8 ｇ
木

6
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／ごま(いり）／
上白糖／三温糖／白ご
ま(すり）／玄米食パ
ン

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／絹ごし豆腐／
かつお加工品(かつお
節)／りしりこんぶ(素
干し)／さんま／ロー
スハム／牛乳１L／た
まご

こまつな／れんこん／
きゅうり／にんじん／
かき(甘がき)

ぎゅうにゅう
◆たまごさんど

たんぱく質 20.5 ｇ
／

脂　質 21.7 ｇ
水

5
うどん(ゆで)／パン粉
(乾燥)／三温糖／白ご
ま(いり）／白ごま(す
り）／無塩バター／薄
力粉／グラニュー糖

豚小間／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉
ひき肉／木綿豆腐／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／かに風味かまぼこ
／牛乳900ml／たまご

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／ほうれんそ
う／ねぎ／だいこん／
キャベツ／きゅうり／
巨峰／りんご

ぎゅうにゅう
◆りんごのぱうんどけーき

たんぱく質 23.6 ｇ
／

脂　質 26.2 ｇ
火

4
牛乳パン／パン粉(半
生)／コーンフレーク
／白ごま(すり）／三
温糖／じゃがいも／白
ごま(いり）／水稲穀
粒(精白米)

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／パルメザ
ンチーズ／ロースハム
／牛乳１L／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

にんじん／キャベツ／
だいこん／玉葱／セロ
リー／ごぼう／きゅう
り／日本なし

ぎゅうにゅう
◆つなとごまのおにぎり

たんぱく質 19.5 ｇ
／

脂　質 22.2 ｇ
月

3
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
ごま油／さつまいも／
上白糖／三温糖／サフ
ラワー油／サンドイッ
チ食パン／有塩バター

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／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)／きな粉(大
豆）

なめこ／ねぎ／しょう
が／だいこん／かき
(甘がき)

むぎちゃ
◆きなこさんど

／

土

1

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

うんどうかい (ぱん・りんごジュース・みかんを配ります)



午 後

午 前
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 571 kcal
すましじる
さんまのかばやき
こまつなのごまあえ
れんこんさらだ
かき 食塩相当量 2.2 ｇ
くりごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 568 kcal
きのこじる
やきさけ
かぼちゃのふくめに
そうめんさらだ
りんご 食塩相当量 3.2 ｇ
みるくろーる ｴﾈﾙｷﾞｰ 485 kcal
たまごすーぷ
さかなのみそまよねーずや
きゃべつのしおこんぶあえ
ばなな

食塩相当量 2.4 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal
みそしる
ゆうりんちい
さつまいものあまに
だいこんのおかかさらだ
かき 食塩相当量 2.0 ｇ
いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
ちきんかつ
あおのりぽてと
はくさいのきざみのりさら
ぶどう

食塩相当量 3.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal
とんじる
しろみさかなのもみじやき
なまあげの煮物
ごぼうさらだ
りんご 食塩相当量 2.9 ｇ
こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal
みねすとろーねすーぷ
さけふらい
かふうきゅうり
ぼいるさらだ
かき 食塩相当量 3.4 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcal
ちきんすーぷ
はんばーぐ
こーんそてー
ほうれんそうのなむる
なし 食塩相当量 1.5 ｇ
とうにゅうろーる ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal
ぽとふふうすーぷ
とりにくのてりやき
だいこんとつなのさらだ
ばなな

食塩相当量 2.8 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
まかろにすーぷ
かぼちゃちっぷ
なないろさらだ
なし

食塩相当量 2.4 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

20
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／ごま(いり）／
上白糖／三温糖／白ご
ま(すり）／玄米食パ
ン

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／絹ごし豆腐／
かつお加工品(かつお
節)／りしりこんぶ(素
干し)／さんま／ロー
スハム／牛乳１L／た
まご

こまつな／れんこん／
きゅうり／にんじん／
かき(甘がき)

ぎゅうにゅう
◆たまごさんど たんぱく質 22.6 ｇ

／
脂　質 23.8 ｇ

木

21
水稲穀粒(精白米)／日
本ぐり／黒ごま(い
り）／三温糖／そうめ
ん･ひやむぎ(乾)／ご
ま油／サフラワー油

豚小間／かたくちいわ
し／甘塩鮭／かに風味
かまぼこ／牛乳900ml
／たまご／なると／豚
ひき肉

にんじん／生しいたけ
(菌床栽培、生)／ほん
しめじ／えのきたけ／
なめこ／日本かぼちゃ
／きゅうり／りんご／
あさつき

ぎゅうにゅう
◆ちゃーはん たんぱく質 24.9 ｇ

／
脂　質 20.1 ｇ

金

22
豆乳ロール／ごま油／
水稲穀粒(精白米)

たまご／めかじき／塩
昆布／牛乳／かつお加
工品(かつお節)

キャベツ／バナナ ぎゅうにゅう
◆おかかおにぎり たんぱく質 21.5 ｇ

／
脂　質 17.1 ｇ

土

24
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
ごま油／さつまいも／
上白糖／三温糖／サフ
ラワー油／サンドイッ
チ食パン／有塩バター

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／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)／きな粉(大
豆）

なめこ／ねぎ／しょう
が／だいこん／かき
(甘がき)

むぎちゃ
◆きなこさんど たんぱく質 19.5 ｇ

／
脂　質 22.2 ｇ

月

25
うどん(ゆで)／三温糖
／薄力粉／パン粉(乾
燥)／サフラワー油／
じゃがいも／サラダ油
／ごま油／食パン／ク
リームコーン

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／豚小間／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／あおのり／しらす干
し(半乾燥品)／刻みの
り／牛乳900ml

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ねぎ／はくさい
／巨峰

ぎゅうにゅう
◆すいーとこーんぴざ たんぱく質 20.7 ｇ

／
脂　質 22.4 ｇ

火

26
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／糸こん
にゃく／三温糖／白ご
ま(いり）／さつまい
も

豚小間／木綿豆腐／メ
ルルーサ／生揚げ／ツ
ナチャンク／ベーコン
／パルメザンチーズ

にんじん／だいこん／
ねぎ／ごぼう／きゅう
り／りんご

むぎちゃ
◆さつまいもすてぃっく たんぱく質 24.2 ｇ

／
脂　質 24.2 ｇ

水

27
コッペパン／有塩バ
ター／じゃがいも／薄
力粉／パン粉(乾燥)／
サフラワー油／三温糖
／ごま油／蒸し中華め
ん／サラダ油

ベーコン／しろさけ／
豚小間

キャベツ／玉葱／にん
じん／セロリー／きゅ
うり／かき(甘がき)／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし

むぎちゃ
◆やきそば たんぱく質 23.5 ｇ

／
脂　質 20.2 ｇ

木

28
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／パン粉(乾
燥)／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／有塩バター
／三温糖／ごま油／白
ごま(すり）／さつま
いも

鶏小間／豚ひき肉／た
まご／焼きのり／牛乳
１L

にんじん／えのきたけ
／干し椎茸／玉葱／ほ
うれんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／日本なし

ぎゅうにゅう
やきいも たんぱく質 20.5 ｇ

／
脂　質 17.3 ｇ

金

29
豆乳ロール／じゃがい
も／三温糖／黒ごま
(いり）／水稲穀粒(精
白米)

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１L／塩ざけ

かぶ／にんじん／キャ
ベツ／だいこん／きゅ
うり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆さけおにぎり たんぱく質 23.4 ｇ

／
脂　質 24.4 ｇ

土

31
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／ABCマカ
ロニ／三温糖／サラダ
油／ごま油／有塩バ
ター／グラニュー糖／
薄力粉

豚小間／鶏若鶏肉ささ
身／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／サラダチー
ズ／たまご

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／パセリ／西洋か
ぼちゃ／だいこん／
きゅうり／レッドキャ
ベツ／日本なし

むぎちゃ
◆はろうぃんくっきー たんぱく質 12.4 ｇ

／
脂　質 15.7 ｇ

月


