
令和4年　　11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 581 kcal
たまごすーぷ
とりにくのからあげ
ぽてとさらだ
ゆでぶろっこりー
みにとまと,みかん 食塩相当量 2.0 ｇ
ばんずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 597 kcal
こーんしちゅー
はんばーぐ
かふうきゅうり
ぼいるさらだ
りんご 食塩相当量 2.7 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal
しらすころっけ
きゃべつかにかまさらだ
さつまいもとりんごに
みかん

食塩相当量 2.6 ｇ
めーぷるろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 532 kcal
ちきんすーぷ
たんどりーちきん
はくさいとはむのさらだ
ばなな

食塩相当量 2.5 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal
はくさいとりだんごすーぷ
さかなのこーんやき
ゆでぶろっこりー
ごぼうさらだ
かき 食塩相当量 1.8 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 562 kcal
いしかりじる
ひじきだんごあまずあんか
れんこんのきんぴら
わかめのなめたけあえ
りんご 食塩相当量 2.9 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 569 kcal
まかろにすーぷ
ひじきのさらだ
ほうれんそうこーんそてー
みかん

食塩相当量 3.0 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal
みそしる
まーぼーどうふ
れいしゃぶちゅうかさらだ
がんもどきのふくめに
かき 食塩相当量 2.9 ｇ
みそらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
ちぐさやき
はくさいのおかかあえ
いたりあんさらだ
りんご

食塩相当量 1.7 ｇ
くろわっさん ｴﾈﾙｷﾞｰ 585 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
さけのむにえる
はるさめさらだ
ばなな

食塩相当量 2.5 ｇ
さつまいもごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 565 kcal
みそしる
しろもさかなのほるやき
だいこんとつなのにつけ
キャベツのしらすあえ
かき 食塩相当量 2.9 ｇ
せきはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
みそしる
とりにくのからあげ
ごもくまめ
きゃべつかにかまさらだ
みかん 食塩相当量 2.3 ｇ
ばんずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal
こーんしちゅー
はんばーぐ
かふうきゅうり
ぼいるさらだ
りんご 食塩相当量 3.5 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 569 kcal
まかろにすーぷ
ひじきのさらだ
ほうれんそうこーんそてー
みかん

食塩相当量 3.0 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal
しらすころっけ
きゃべつかにかまさらだ
さつまいもとりんごに
みかん

食塩相当量 2.6 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 563 kcal タンパク質 22.8 g

22.4 g 食塩相当量 2.6 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 21.3 ｇ
／

脂　質 22.7 ｇ
火

1
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サフラワー
油／じゃがいも／食パ
ン(市販品）／三温糖
／はちみつ

たまご／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／ロースハム
／牛乳900ml

きゅうり／にんじん／
ブロッコリー／ミニト
マト／温州蜜柑(普通､
生)／りんご

ぎゅうにゅう
◆あっぷるしなもんとーすと

たんぱく質 20.7 ｇ
／

脂　質 26.0 ｇ
水

2
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／パン粉(乾燥)
／三温糖／ごま油／さ
つまいも／上白糖／サ
ラダ油／ごま(いり）

豚小間／牛乳１L／豚
ひき肉／たまご

玉葱／にんじん／きゅ
うり／キャベツ／りん
ご

ぎゅうにゅう
◆だいがくいも

たんぱく質 17.9 ｇ
／

脂　質 18.5 ｇ
金

4
うどん(ゆで)／じゃが
いも／薄力粉／パン粉
(乾燥)／サラダ油／白
ごま(すり）／さつま
いも／三温糖／プレ
ミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)
／メープルシロップ

豚小間／しらす干し
(半乾燥品)／あおのり
／かに風味かまぼこ／
牛乳900ml／たまご

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／キャベツ／
きゅうり／りんご／温
州蜜柑(普通､生)

ぎゅうにゅう
◆ほっとけーき

たんぱく質 21.9 ｇ
／

脂　質 20.7 ｇ
土

5
メープルロールパン／
かたくり粉／水稲穀粒
(精白米)／白ごま(い
り）

鶏小間／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／牛乳１L／塩
昆布

にんじん／えのきたけ
／ほうれんそう／干し
椎茸／にんにく(りん
茎)／玉葱／はくさい
／バナナ

ぎゅうにゅう
◆しおこんぶおにぎり

たんぱく質 25.7 ｇ
／

脂　質 27.9 ｇ
月

7
牛乳パン／かたくり粉
／ごま油／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／とうも
ろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／白
ごま(すり）／水稲穀
粒(精白米)／三温糖

鶏若鶏肉ひき肉／たま
ご／めかじき／パルメ
ザンチーズ／ツナチャ
ンク／油揚げ

あさつき／しょうが／
はくさい／ブロッコ
リー／ごぼう／にんじ
ん／きゅうり／かき
(甘がき)

むぎちゃ
◆いなりずし

たんぱく質 26.1 ｇ
／

脂　質 18.9 ｇ
火

8
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／糸こん
にゃく／かたくり粉／
三温糖／白ごま(い
り）／サラダ油／ごま
油／黒ごま食パン

しろさけ／豚ひき肉／
干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／かに風味
かまぼこ／牛乳１L／
しらす干し(半乾燥品)
／さくらえび(素干し)

にんじん／だいこん／
ねぎ／はくさい／しょ
うが／れんこん／きゅ
うり／えのきたけ(味
付け瓶詰)／りんご

ぎゅうにゅう
◆かるしうむとーすと

たんぱく質 15.2 ｇ
／

脂　質 19.8 ｇ
水

9
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／ABCマカ
ロニ／三温糖／ごま油
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／有塩バター／
パイ皮／グラニュー糖
／あんずジャム(高糖

豚小間／干ひじき(ｽﾃﾝ
ﾚｽ釜、乾)／かに風味
かまぼこ／牛乳１L／
たまご

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／パセリ／きゅう
り／えだまめ(冷凍)／
ほうれんそう／温州蜜
柑(普通､生)／りんご

ぎゅうにゅう
◆あっぷるぱい

たんぱく質 26.7 ｇ
／

脂　質 20.0 ｇ
木

10
水稲穀粒(精白米)／さ
つまいも／ごま油／三
温糖／かたくり粉／ご
ま(いり）／上白糖／
サンドイッチ食パン

かたくちいわし(煮干
し)／木綿豆腐／豚ひ
き肉／豚ロース(赤肉)
／がんもどき／スライ
スチーズ／ロースハム

玉葱／ねぎ／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／
きゅうり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／かき(甘がき)

むぎちゃ
◆はむちーずさんど

たんぱく質 22.2 ｇ
／

脂　質 17.8 ｇ
金

11
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／サフラワー油
／さつまいも／有塩バ
ター

豚ひき肉／たまご／鶏
若鶏肉ひき肉／かつお
加工品(かつお節)／
ロースハム／サラダ
チーズ／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／生しいたけ(菌床
栽培、生)／ほうれん
そう／はくさい／きゅ
うり／りんご

ぎゅうにゅう
◆すいーとぽてと

たんぱく質 24.1 ｇ
／

脂　質 26.8 ｇ
土

12
クロワッサン／薄力粉
／有塩バター／普通は
るさめ(乾)／黒ごま
(いり）／水稲穀粒(精
白米)

ベーコン／しろさけ／
ロースハム／牛乳／塩
ざけ

キャベツ／玉葱／きゅ
うり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆ふりかけおにぎり

たんぱく質 25.5 ｇ
／

脂　質 28.4 ｇ
月

14
三温糖／薄力粉／無塩
バター／グラニュー糖

めかじき／かに風味か
まぼこ／ピザ用チーズ
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)／しらす干し(半
乾燥品)／牛乳１L／き
な粉(大豆）／たまご

◆ふりかけおにぎり ぎゅうにゅう
◆きなこぱうんどけーき

たんぱく質 22.2 ｇ
／

脂　質 18.8 ｇ
火

15
もち米／水稲穀粒(精
白米)／黒ごま(いり）
／手まり麩／かたくり
粉／サフラワー油／三
温糖／白ごま(すり）
／薄力粉／サラダ油

ささげ(乾）／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
かたくちいわし(煮干
し)／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／大豆(国産､ゆ
で）／りしりこんぶ
(素干し)／焼き竹輪／

ごぼう／にんじん／
キャベツ／きゅうり／
温州蜜柑(普通､生)

ぎゅうにゅう
◆こうはくまんじゅう

たんぱく質 25.0 ｇ
／

脂　質 25.0 ｇ
水

16
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／パン粉(乾燥)
／三温糖／ごま油／さ
といも

豚小間／牛乳１L／豚
ひき肉／たまご／木綿
豆腐／油揚げ／かたく
ちいわし(煮干し)

玉葱／にんじん／きゅ
うり／キャベツ／りん
ご／だいこん／ねぎ／
ごぼう

ぎゅうにゅう
◆いもに

たんぱく質 15.2 ｇ
／

脂　質 19.8 ｇ
木

17
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／ABCマカ
ロニ／三温糖／ごま油
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／有塩バター／
パイ皮／グラニュー糖
／あんずジャム(高糖

豚小間／干ひじき(ｽﾃﾝ
ﾚｽ釜、乾)／かに風味
かまぼこ／牛乳１L／
たまご

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／パセリ／きゅう
り／えだまめ(冷凍)／
ほうれんそう／温州蜜
柑(普通､生)／りんご

ぎゅうにゅう
◆あっぷるぱい

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 17.9 ｇ
／

脂　質 18.5 ｇ
金

18
うどん(ゆで)／じゃが
いも／薄力粉／パン粉
(乾燥)／サラダ油／白
ごま(すり）／さつま
いも／三温糖／プレ
ミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)
／メープルシロップ

豚小間／しらす干し
(半乾燥品)／あおのり
／かに風味かまぼこ／
牛乳900ml／たまご

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／キャベツ／
きゅうり／りんご／温
州蜜柑(普通､生)

ぎゅうにゅう
◆ほっとけーき



午 後

午 前
めーぷるろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 532 kcal
ちきんすーぷ
たんどりーちきん
はくさいとはむのさらだ
ばなな

食塩相当量 2.5 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal
はくさいとりだんごすーぷ
さかなのこーんやき
ゆでぶろっこりー
ごぼうさらだ
かき 食塩相当量 1.8 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 562 kcal
いしかりじる
ひじきだんごあまずあんか
れんこんのきんぴら
わかめのなめたけあえ
りんご 食塩相当量 2.9 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal
みそしる
まーぼーどうふ
れいしゃぶちゅうかさらだ
がんもどきのふくめに
かき 食塩相当量 2.9 ｇ
みそらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
ちぐさやき
はくさいのおかかあえ
いたりあんさらだ
りんご

食塩相当量 1.7 ｇ
くろわっさん ｴﾈﾙｷﾞｰ 585 kcal
きゃべつべーこんすーぷ
さけのむにえる
はるさめさらだ
ばなな

食塩相当量 2.5 ｇ
さつまいもごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 565 kcal
みそしる
しろみさかなのほいるやき
だいこんとつなのにつけ
キャベツのしらすあえ
かき 食塩相当量 2.9 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal
たまごすーぷ
とりにくのからあげ
ぽてとさらだ
ゆでぶろっこりー
みにとまと,みかん 食塩相当量 2.0 ｇ
ばんずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal
こーんしちゅー
はんばーぐ
かふうきゅうり
ぼいるさらだ
りんご 食塩相当量 3.5 ｇ

30
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／パン粉(乾燥)
／三温糖／ごま油／さ
といも

豚小間／牛乳１L／豚
ひき肉／たまご／木綿
豆腐／油揚げ／かたく
ちいわし(煮干し)

玉葱／にんじん／きゅ
うり／キャベツ／りん
ご／だいこん／ねぎ／
ごぼう

ぎゅうにゅう
◆いもに たんぱく質 25.0 ｇ

／
脂　質 25.0 ｇ

水

29
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サフラワー
油／じゃがいも／食パ
ン(市販品）／三温糖
／はちみつ

たまご／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／ロースハム
／牛乳900ml

きゅうり／にんじん／
ブロッコリー／ミニト
マト／温州蜜柑(普通､
生)／りんご

ぎゅうにゅう
◆ｱｯﾌﾟﾙｼﾅﾓﾝﾄｰｽﾄ たんぱく質 21.3 ｇ

／
脂　質 22.7 ｇ

火

28
さつまいも／三温糖／
薄力粉／無塩バター／
グラニュー糖

めかじき／かに風味か
まぼこ／ピザ用チーズ
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)／しらす干し(半
乾燥品)／牛乳１L／き
な粉(大豆）／たまご

えのきたけ／ほんしめ
じ／だいこん／きゅう
り／キャベツ／かき
(甘がき)

ぎゅうにゅう
◆きなこぱうんどけーき たんぱく質 25.5 ｇ

／
脂　質 28.4 ｇ

月

26
クロワッサン／薄力粉
／有塩バター／普通は
るさめ(乾)／黒ごま
(いり）／水稲穀粒(精
白米)

ベーコン／しろさけ／
ロースハム／牛乳／塩
ざけ

キャベツ／玉葱／きゅ
うり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆ふりかけおにぎり たんぱく質 24.1 ｇ

／
脂　質 26.8 ｇ

土

25
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／サフラワー油
／さつまいも／有塩バ
ター

豚ひき肉／たまご／鶏
若鶏肉ひき肉／かつお
加工品(かつお節)／
ロースハム／サラダ
チーズ／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／生しいたけ(菌床
栽培、生)／ほうれん
そう／はくさい／きゅ
うり／りんご

ぎゅうにゅう
◆すいーとぽてと たんぱく質 22.2 ｇ

／
脂　質 17.8 ｇ

金

24
水稲穀粒(精白米)／さ
つまいも／ごま油／三
温糖／かたくり粉／ご
ま(いり）／上白糖／
サンドイッチ食パン

かたくちいわし(煮干
し)／木綿豆腐／豚ひ
き肉／豚ロース(赤肉)
／がんもどき／スライ
スチーズ／ロースハム

玉葱／ねぎ／にんじん
／にら／にんにく(り
ん茎)／しょうが／
きゅうり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／かき(甘がき)

むぎちゃ
◆はむちーずさんど たんぱく質 26.7 ｇ

／
脂　質 20.0 ｇ

木

22
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／糸こん
にゃく／かたくり粉／
三温糖／白ごま(い
り）／サラダ油／ごま
油／黒ごま食パン

しろさけ／豚ひき肉／
干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／かに風味
かまぼこ／牛乳１L／
しらす干し(半乾燥品)
／さくらえび(素干し)

にんじん／だいこん／
ねぎ／はくさい／しょ
うが／れんこん／きゅ
うり／えのきたけ(味
付け瓶詰)／りんご

ぎゅうにゅう
◆かるしうむとーすと たんぱく質 26.1 ｇ

／
脂　質 18.9 ｇ

火

25.7 ｇ
／

脂　質 27.9 ｇ
月

21
牛乳パン／かたくり粉
／ごま油／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／とうも
ろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／白
ごま(すり）／水稲穀
粒(精白米)／三温糖

鶏若鶏肉ひき肉／たま
ご／めかじき／パルメ
ザンチーズ／ツナチャ
ンク／油揚げ

あさつき／しょうが／
はくさい／ブロッコ
リー／ごぼう／にんじ
ん／きゅうり／かき
(甘がき)

むぎちゃ
◆いなりずし たんぱく質

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
メープルロールパン／
かたくり粉／水稲穀粒
(精白米)／白ごま(い
り）

鶏小間／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／牛乳１L／塩
昆布

にんじん／えのきたけ
／ほうれんそう／干し
椎茸／にんにく(りん
茎)／玉葱／はくさい
／バナナ

ぎゅうにゅう
◆しおこんぶおにぎり たんぱく質 21.9 ｇ

／
脂　質 20.7 ｇ

土


