
令和4年　　12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 566 kcal
やさいすーぷ
とりにくのおれんじやき
ぽーくびーんず
ぱんぷきんさらだ
りんご 食塩相当量 2.4 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
みそしる
さばのみそに
さといもとりにくのにもの
ぶろこりーたまごさらだ
みかん 食塩相当量 2.0 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal
わかめすーぷ
いたりあんさらだ
ばなな

食塩相当量 3.1 ｇ
とんじるうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 549 kcal
とりにくのてりやき
じゃがいものみそだれ
ちぐさあえ
ばなな

食塩相当量 3.0 ｇ
たきこみごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 552 kcal
みそしる
やきさけ
まかろにさらだ
りんご

食塩相当量 2.6 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal
かぶとたまごのすーぷ
まかろにぐらたん
じゃがいものかれーに
ひじきとれんこんのさらだ
ばなな 食塩相当量 2.5 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 650 kcal
こーんぽたーじゅ
はんばーぐ
まっしゅぽてと
ゆでぶろっこりー
みにとまと,みかん 食塩相当量 2.1 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 555 kcal
みそしる
さかなのからあげ
くろまめのにもの
だいこんのそぼろに
みかん 食塩相当量 2.1 ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 543 kcal

食塩相当量 1.6 ｇ
はつがげんまいごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 637 kcal
すましじる
ぶりのてりやき
きりぼしだいこんのにつけ
ほうれんそうかにかまさら
りんご 食塩相当量 2.0 ｇ
ばんずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal
はくさいのぽたーじゅ
ちきんかつ
にんじんのちーずあえ
ぼいるさらだ
みかん 食塩相当量 2.6 ｇ
おやこうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal
とうふなげっと
ごぼうすてぃっくに
ぶろっこりーごまみそあえ
みかん

食塩相当量 2.6 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal
やさいすーぷ
とりにくのおれんじやき
ぽーくびーんず
ぱんぷきんさらだ
りんご 食塩相当量 2.4 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
みそしる
さばのみそに
さといもとりにくのにもの
ぶろこりーたまごさらだ
みかん 食塩相当量 2.0 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal
わかめすーぷ
いたりあんさらだ
ばなな

食塩相当量 3.1 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 581 kcal タンパク質 21.7 g

21.0 g 食塩相当量 2.4 g

1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

たんぱく質 20.8 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
木

1
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／マーマ
レード(高糖度)／黒ご
ま食パン

ウィンナー／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／大豆
(国産､ゆで）／豚ひき
肉／まぐろ缶詰(油漬ﾌ
ﾚｰｸﾗｲﾄ)／クリーム
チーズ

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／にんに
く(りん茎)／しょうが
／西洋かぼちゃ／きゅ
うり／りんご

むぎちゃ
◆くりーむちーずさんど

たんぱく質 25.9 ｇ
／

脂　質 16.4 ｇ
金

2
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／さといも／マカ
ロニ

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／まさ
ば／鶏小間／たまご／
のむヨーグルト／きな
粉(大豆）

ほうれんそう／しょう
が／にんじん／ブロッ
コリー／温州蜜柑(普
通､生)

のむよーぐると
◆まかろにきなこ

たんぱく質 15.8 ｇ
／

脂　質 21.9 ｇ
土

3
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／三温糖／サフラ
ワー油／サンドイッチ
食パン／有塩バター

豚小間／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／ロース
ハム／サラダチーズ／
牛乳／きな粉(大豆）

にんじん／玉葱／ねぎ
／きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆きなこさんど

たんぱく質 23.4 ｇ
／

脂　質 15.5 ｇ
月

5
うどん(ゆで)／糸こん
にゃく／三温糖／じゃ
がいも／ごま(いり）
／食パン(市販品）／
グラニュー糖／はちみ
つ

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／たまご／牛乳900ml

ごぼう／にんじん／だ
いこん／ねぎ／ほうれ
んそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／バナナ／りんご

ぎゅうにゅう
◆てづくりりんごｼﾞｬﾑｻﾝﾄﾞ

たんぱく質 21.7 ｇ
／

脂　質 25.7 ｇ
火

6
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／マカロニ／薄力
粉／無塩バター／グラ
ニュー糖

鶏小間／刻みのり／油
揚げ／かたくちいわし
(煮干し)／甘塩鮭／
ロースハム／たまご

にんじん／ほんしめじ
／だいこん／きゅうり
／りんご／レモン(果
汁､生)

むぎちゃ
◆まどれーぬ

たんぱく質 19.4 ｇ
／

脂　質 24.9 ｇ
水

7
牛乳パン／かたくり粉
／マカロニ／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力
粉／有塩バター／じゃ
がいも／白ごま(す
り）／三温糖／スパ
ゲッティ／サフラワー

たまご／ベーコン／牛
乳１L／ピザ用チーズ
／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／ツナチャンク／
牛乳／ウィンナー

かぶ／玉葱／きゅうり
／れんこん／にんじん
／バナナ／青ピーマン
／にんにく(りん茎)

ぎゅうにゅう
◆すぱげてぃーなぽりたん

たんぱく質 18.6 ｇ
／

脂　質 21.0 ｇ
木

8
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／パン粉(乾燥)／じゃ
がいも／有塩バター／
薄力粉／グラニュー糖
／サラダ油／粉糖

牛乳１L／豚ひき肉／
たまご

玉葱／ブロッコリー／
ミニトマト／温州蜜柑
(普通､生)／あんぱん
まんスイートりん

りんごじゅーす
◆ぷあまんけーき

たんぱく質 25.1 ｇ
／

脂　質 17.1 ｇ
金

9
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
三温糖／サンドイッチ
食パン

豚小間／かたくちいわ
し(煮干し)／めかじき
／鶏若鶏肉ひき肉／
ウィンナー

西洋かぼちゃ／にんじ
ん／だいこん／温州蜜
柑(普通､生)

むぎちゃ
◆うぃんなーろーるぱん

たんぱく質 17.5 ｇ
／

脂　質 12.6 ｇ
土

10

おゆうぎかい　　　　　パン・みかん・りんごジュースを配ります

たんぱく質 22.5 ｇ
／

脂　質 27.7 ｇ
月

12
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／白ごま
(すり）／薄力粉／有
塩バター／上白糖／粉
糖

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かつお加工品
(かつお節)／ぶり／鶏
若鶏肉ひき肉／かに風
味かまぼこ／牛乳

しょうが／にんじん／
切干しだいこん／ほう
れんそう／りんご

ぎゅうにゅう
◆すのーぼーる

たんぱく質 20.3 ｇ
／

脂　質 30.0 ｇ
火

13
バンズパン／薄力粉／
有塩バター／パン粉
(乾燥)／サフラワー油
／豆腐ドーナツ

ベーコン／牛乳１L／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)／パルメザン
チーズ

はくさい／玉葱／にん
じん／キャベツ／温州
蜜柑(普通､生)

むぎちゃ
とうふどーなつ

たんぱく質 27.6 ｇ
／

脂　質 17.1 ｇ
水

14
うどん(ゆで)／薄力粉
／白ごま(すり）／三
温糖／白ごま(いり）
／メロンパン

たまご／鶏若鶏肉モモ
(皮なし)／蒸しかまぼ
こ／りしりこんぶ(素
干し)／かつお加工品
(かつお節)／鶏若鶏肉
ひき肉／木綿豆腐／牛
乳

ねぎ／玉葱／にんじん
／ごぼう／ブロッコ
リー／温州蜜柑(普通､
生)

ぎゅうにゅう
めろんぱん

たんぱく質 20.8 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
木

15
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／マーマ
レード(高糖度)／黒ご
ま食パン

ウィンナー／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／大豆
(国産､ゆで）／豚ひき
肉／まぐろ缶詰(油漬ﾌ
ﾚｰｸﾗｲﾄ)／クリーム
チーズ

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／にんに
く(りん茎)／しょうが
／西洋かぼちゃ／きゅ
うり／りんご

むぎちゃ
◆くりーむちーずさんど

たんぱく質 25.9 ｇ
／

脂　質 16.4 ｇ
金

16
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／さといも／マカ
ロニ

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／まさ
ば／鶏小間／たまご／
のむヨーグルト／きな
粉(大豆）

ほうれんそう／しょう
が／にんじん／ブロッ
コリー／温州蜜柑(普
通､生)

のむよーぐると
◆まかろにきなこ

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 15.8 ｇ
／

脂　質 21.9 ｇ
土

17
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／三温糖／サフラ
ワー油／サンドイッチ
食パン／有塩バター

豚小間／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／ロース
ハム／サラダチーズ／
牛乳／きな粉(大豆）

にんじん／玉葱／ねぎ
／きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆きなこさんど



午 後

午 前
とんじるうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 549 kcal
とりにくのてりやき
じゃがいものみそだれ
ちぐさあえ
ばなな

食塩相当量 3.0 ｇ
おもち ｴﾈﾙｷﾞｰ 625 kcal
みそしる
やきさけ
まかろにさらだ
りんご

食塩相当量 2.0 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal
かぶとたまごのすーぷ
まかろにぐらたん
じゃがいものかれーに
ひじきとれんこんのさらだ
ばなな 食塩相当量 2.5 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 555 kcal
みそしる
さかなのからあげ
くろまめのにもの
だいこんのそぼろに
みかん 食塩相当量 2.1 ｇ
ちきんらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 739 kcal
こーんぽたーじゅ
となかいはんばーぐ
まっしゅぽてと
ゆでぶろっこりー
みにとまと,みかん 食塩相当量 2.4 ｇ
いちごろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 543 kcal
おにおんすーぷ
しろみさかなのむにえる
さつまいもさらだ
みかん

食塩相当量 1.6 ｇ
はつがげんまいごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 637 kcal
すましじる
ぶりのてりやき
きりぼしだいこんのにつけ
ほうれんそうかにかまさら
りんご 食塩相当量 2.0 ｇ
ばんずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal
はくさいのぽたーじゅ
ちきんかつ
にんじんのちーずあえ
ぼいるさらだ
みかん 食塩相当量 2.6 ｇ
おやこうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal
とうふなげっと
ごぼうすてぃっくに
ぶろっこりーごまみそあえ
みかん

食塩相当量 2.6 ｇ

28
うどん(ゆで)／薄力粉
／白ごま(すり）／三
温糖／白ごま(いり）
／メロンパン

たまご／鶏若鶏肉モモ
(皮なし)／蒸しかまぼ
こ／りしりこんぶ(素
干し)／かつお加工品
(かつお節)／鶏若鶏肉
ひき肉／木綿豆腐／牛
乳

ねぎ／玉葱／にんじん
／ごぼう／ブロッコ
リー／温州蜜柑(普通､
生)

ぎゅうにゅう
めろんぱん たんぱく質 27.6 ｇ

／
脂　質 17.1 ｇ

水

27
バンズパン／薄力粉／
有塩バター／パン粉
(乾燥)／サフラワー油
／豆腐ドーナツ

ベーコン／牛乳１L／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)／パルメザン
チーズ

はくさい／玉葱／にん
じん／キャベツ／温州
蜜柑(普通､生)

むぎちゃ
とうふどーなつ たんぱく質 20.3 ｇ

／
脂　質 30.0 ｇ

火

26
水稲穀粒(精白米)／花
麩／三温糖／白ごま
(すり）／薄力粉／有
塩バター／上白糖／粉
糖

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かつお加工品
(かつお節)／ぶり／鶏
若鶏肉ひき肉／かに風
味かまぼこ／牛乳

しょうが／にんじん／
切干しだいこん／ほう
れんそう／りんご

ぎゅうにゅう
◆すのーぼーる たんぱく質 22.5 ｇ

／
脂　質 27.7 ｇ

月

24
苺ロールパン／薄力粉
／有塩バター／さつま
いも／とうもろこし
(冷凍）／水稲穀粒(精
白米)

メルルーサ／牛乳／わ
かめご飯の素

玉葱／きゅうり／にん
じん／温州蜜柑(普通､
生)

ぎゅうにゅう
◆わかめおにぎり たんぱく質 17.5 ｇ

／
脂　質 12.6 ｇ

土

23
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／パン粉(乾燥)／じゃ
がいも／有塩バター／
薄力粉／グラニュー糖
／サラダ油

鶏若鶏肉ひき肉／牛乳
１L／豚ひき肉／たま
ご／スライスチーズ／
焼きのり／スティック
チーズ／ｸﾘ-ﾑ(植物性
脂肪)

にんじん／玉葱／れん
こん／ブロッコリー／
ミニトマト／温州蜜柑
(普通､生)／あんぱん
まんスイートりん／い
ちご

りんごじゅーす
◆くりすますけーき たんぱく質 21.7 ｇ

／
脂　質 27.9 ｇ

金

22
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
三温糖／サンドイッチ
食パン

豚小間／かたくちいわ
し(煮干し)／めかじき
／鶏若鶏肉ひき肉／
ウィンナー

西洋かぼちゃ／にんじ
ん／だいこん／温州蜜
柑(普通､生)

むぎちゃ
◆うぃんなーろーるぱん たんぱく質 25.1 ｇ

／
脂　質 17.1 ｇ

木

21
牛乳パン／かたくり粉
／マカロニ／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力
粉／有塩バター／じゃ
がいも／白ごま(す
り）／三温糖／スパ
ゲッティ／サフラワー

たまご／ベーコン／牛
乳１L／ピザ用チーズ
／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／ツナチャンク／
牛乳／ウィンナー

かぶ／玉葱／きゅうり
／れんこん／にんじん
／バナナ／青ピーマン
／にんにく(りん茎)

ぎゅうにゅう
◆すぱげてぃーなぽりたん たんぱく質 19.4 ｇ

／
脂　質 24.9 ｇ

水

20
もち米／三温糖／マカ
ロニ／薄力粉／無塩バ
ター／グラニュー糖

きな粉(大豆）／油揚
げ／かたくちいわし
(煮干し)／甘塩鮭／
ロースハム／たまご

だいこん／きゅうり／
りんご／レモン(果汁､
生)

むぎちゃ
◆まどれーぬ たんぱく質 22.7 ｇ

／
脂　質 25.6 ｇ

火

19
うどん(ゆで)／糸こん
にゃく／三温糖／じゃ
がいも／ごま(いり）
／食パン(市販品）／
グラニュー糖／はちみ
つ

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／たまご／牛乳900ml

ごぼう／にんじん／だ
いこん／ねぎ／ほうれ
んそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／バナナ／りんご

ぎゅうにゅう
◆てづくりりんごｼﾞｬﾑｻﾝﾄﾞ たんぱく質 23.4 ｇ

／
脂　質 15.5 ｇ

月

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


